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人材確保を目的に42.5％の企業が初任給引き上げを実施・実施予定
新卒採用を増やす企業は15.8％。2011年卒以降で最も高い*

（新卒：2019年卒）

株式会社リクルートホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：峰岸真澄）内の、人と組織に

関する研究機関・リクルートワークス研究所は、民間企業における、2019年新卒者を対象とした採用見通しに関する調

査を行いました。全国の4,669社より回答を得、このたび結果がまとまりましたのでお知らせします。

お問い合わせ先

株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 古屋 星斗
e-mail：works_1@r.recruit.co.jp http://www.works-i.com/

リクルートワークス研究所
〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 
リクルートGINZA８ビル
株式会社リクルートホールディングス

【2019年卒者の新卒採用見通し】詳細3, 4ページ

(大学生・大学院生)

「新卒における人材確保を目的に初任給の引き上げを行っているか」を聞いた。人材確保を目的に初任

給引き上げを実施・今後実施予定の企業は合計42.5％ （「既に実施している」企業20.1％＋「今後実施予

定」企業22.4％）。

【初任給引き上げ】詳細8～9ページ

(大学生・大学院生)

「増える」と回答した企業の割合15.8％は、比較可能な期間（2011年卒以降）では最も高い*。

 2012年卒以降8年連続で「増える」が「減る」を上回っている。

【新卒採用見通しの経年比較】詳細7ページ

(大学生・大学院生)

「増える」が15.8％ 、「減る」が5.1％ 。「増える－減る」のポイントは+10.7％ポイントで、前年の+7.8％ポイント

より上昇。新卒採用は引き続き堅調に推移する見通し。

業種別に見ると、ほとんどの業種において「増える」が「減る」を上回った。

特に「増える」が「減る」を大きく上回ったのは、飲食サービス業（+24.7％ポイント） 、半導体・電子・電気部品

（+20.5％ポイント）。

* 2010年卒（2009年度）以前は、採用の見通しを質問する際に、「以前も今後も採用しない」を選択肢に入れておらず、

2011年卒以降と2010年卒以前は単純比較できないため、2011年卒以降の結果で比較。
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【調査概要】

調査目的：全国の民間企業を対象に、新卒採用における求人動向を明らかにすること。

－リクルートワークス研究所について－
リクルートワークス研究所は、1999年1月に設立された、株式会社リクルートホールディングスの中にある「人」
と「組織」に関する研究機関。「人材マネジメント」や「労働市場」に関する情報発信・提言活動の推進を行う。

≪調査結果を見る際の注意点≫
※%を表示する際に小数点第2位で四捨五入しているため、%の合計が100%と一致しない場合があります
※業種別の表において、業種にその他の区分があるため、大分類の合計社数が回答社数と一致しません

調査概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）・・・・・・・・・・・・・ 3～4
従業員規模別・・・・・・・・・・・3
業種別・・・・・・・・・・・・・・4

2019年卒者の新卒採用見通し（高校生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・5～6
従業員規模別・・・・・・・・・・・5
業種別・・・・・・・・・・・・・・6

新卒採用見通しの経年比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

初任給（大学生・大学院生） ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ８～９
全体・・・・・・・・・・・・・・・８
業種別・・・・・・・・・・・・・・９

外国籍学生の採用（大学生・大学院生）・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 10

【2017年調査】
調査対象：従業員規模５人以上の全国の民間企業

6,992社

調査項目：2017年度の新卒・中途採用状況
2018年度の新卒・中途採用見通し

調査期間：2017年10月11日～11月13日

回収社数：4,669社（回収率66.8％）

回収方法：電話・FAXにて回収

（参考）
【2016年調査】
調査対象：従業員規模５人以上の全国の民間企業

7,194社

調査項目：2016年度の新卒・中途採用状況
2017年度の新卒・中途採用見通し

調査期間：2016年10月11日～11月11日

回収社数：4,768社（回収率66.3％）

回収方法：電話・FAXにて回収

Ｉ Ｎ Ｄ ＥＸ
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増える

13.5% 
変わらない 48.8% 

減る

5.7% 
わからない 20.7% 

無回答

0.1% 

以前も今後も採用しない 11.1% 

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

4669 15.8% 48.6% 5.1% 19.5% 11.0% 0.1% +10.7

3425 15.0% 45.4% 5.4% 19.4% 14.8% 0.0% +9.6

　5～99人 1024 6.3% 29.9% 2.5% 25.7% 35.4% 0.1% +3.8

　100～299人 1101 16.6% 47.9% 6.6% 18.8% 10.1% - +10.0

　300～999人 1300 20.5% 55.5% 6.5% 14.8% 2.6% - +14.0

1244 17.8% 57.4% 4.2% 19.9% 0.6% 0.2% +13.6

　1000～1999人 544 17.6% 61.0% 4.8% 15.8% 0.7% - +12.8

　2000～4999人 433 16.9% 57.7% 3.5% 21.2% 0.5% 0.2% +13.4

　5000人以上 267 19.5% 49.4% 4.1% 26.2% 0.4% 0.4% +15.4

（％ポイント）

全　　体

1000人未満

1000人以上

【2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）】

■2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）

【従業員規模別 2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生） 】

＜参考＞ 従業員規模別 2018年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）

• 2019年卒の大学生・大学院生を対象とした新卒採用見通しは、「増える」（15.8%）が「減る」（5.1%）を
上回った（+10.7%ポイント）。2018年卒に引き続き、大学生・大学院生の新卒採用は増加する見込み。

• また、「わからない」は19.5%と、2018年卒の20.7%と同水準であり、長期的には低下傾向にあるものの、
一定の割合を占めている。

• 従業員規模別に見ると、いずれの従業員規模においても、「増える」が「減る」を上回った。
• 「増える－減る」のポイントが比較的に大きい従業員規模は、従業員5,000人以上企業（+15.4%ポイント）
の大企業と、従業員300～999人（+14.0%ポイント）の中堅企業。

増える

15.8% 
変わらない 48.6% 

減る

5.1% 
わからない 19.5% 

以前も今後も採用しない 11.0% 

無回答
0.1%

＜参考＞2018年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）

■従業員規模別 2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

3502 12.8% 45.8% 5.7% 20.8% 14.7% 0.1% +7.1

1266 15.6% 57.2% 5.8% 20.4% 0.9% 0.2% +9.81000人以上

（％ポイント）

1000人未満
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0
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表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





中途経年

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



中途経年

		0		0





Sheet1

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



Sheet1

		





Sheet3

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ
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外国人

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



外国人 (2)

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





外国人 (2)

		0		0





外国人 (3)

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！



外国人 (3)

		0		0





新卒中途 (3)

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！



新卒中途 (3)

		0		0





女性比率

				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3
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表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



初任給

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



初任給（業種）

		





外国籍

		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4





		





		





		





		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1650.0%		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		750.0%		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1580.0%		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		2390.0%		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		3310.0%		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		3050.0%		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

建設業 353 16.1% 49.0% 4.2% 15.6% 14.7% 0.3% +11.9

製造業 1592 15.8% 49.0% 4.9% 21.4% 8.9% - +10.9

食品 209 13.4% 48.8% 6.7% 22.5% 8.6% - +6.7

化学・紙・石油 164 16.5% 52.4% 3.0% 22.6% 5.5% - +13.5

※医薬・化粧品 44 13.6% 50.0% 4.5% 20.5% 11.4% - +9.1

鉄鋼・非鉄金属・金属 164 14.6% 53.0% 3.7% 15.9% 12.8% - +10.9

機械・プラント・エンジニアリング 171 16.4% 52.0% 4.1% 21.1% 6.4% - +12.3

※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連 30 20.0% 53.3% - 20.0% 6.7% - +20.0

半導体・電子・電気部品 73 21.9% 47.9% 1.4% 23.3% 5.5% - +20.5

自動車・鉄道 156 16.7% 52.6% 5.1% 21.2% 4.5% - +11.6

精密機械器具 82 19.5% 46.3% 4.9% 20.7% 8.5% - +14.6

流通業 858 18.6% 49.9% 5.4% 17.7% 8.4% - +13.2

　卸売業 451 16.0% 50.1% 4.9% 19.5% 9.5% - +11.1

　小売業 407 21.6% 49.6% 5.9% 15.7% 7.1% - +15.7

金融業 308 11.0% 51.3% 7.8% 25.3% 4.5% - +3.2

銀行 57 3.5% 43.9% - 52.6% - - +3.5

※証券 38 15.8% 50.0% 2.6% 21.1% 10.5% - +13.2

労働金庫・信用金庫・信用組合 150 12.7% 58.7% 11.3% 17.3% - - +1.4

サービス・情報業 1518 14.5% 47.2% 4.7% 18.4% 15.0% 0.1% +9.8

　情報通信業 332 16.9% 58.4% 6.3% 13.0% 5.1% 0.3% +10.6

　運輸業 271 13.7% 43.2% 2.2% 18.5% 22.5% - +11.5

　不動産業 87 16.1% 52.9% 1.1% 13.8% 16.1% - +15.0

飲食サービス業 77 28.6% 45.5% 3.9% 11.7% 10.4% - +24.7

教育・学習支援 71 19.7% 46.5% 2.8% 21.1% 9.9% - +16.9

医療・福祉 208 9.1% 38.5% 5.8% 26.4% 20.2% - +3.3

※電気・ガス・熱供給・水道業 39 5.1% 56.4% 7.7% 25.6% 5.1% - -2.6

（％ポイント）

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

建設業 342 16.1% 49.4% 2.9% 18.4% 13.2% - +13.2

製造業 1637 12.2% 50.6% 5.9% 22.4% 8.9% 0.1% +6.3

流通業 884 16.9% 49.9% 7.1% 16.6% 9.5% - +9.8

金融業 327 7.3% 53.8% 6.4% 27.2% 4.6% 0.6% +0.9

サービス・情報業 1530 13.9% 45.4% 5.3% 20.2% 15.0% 0.1% +8.6

（％ポイント）

【業種別 2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生） 】

注）業種内訳は、特徴的な業種の一部を抜粋
注）※が付いているものは、回答社数が少ないため、参考データとして掲載

• 業種別を大分類で見ると、ほとんどの業種において「増える」が「減る」を上回った。ただし、金融業は、「増え
る」－「減る」のポイントが+3.2%ポイントと、ほかの業種に比べて小さい。

• 細かい区分で見ると、「増える」が「減る」を大きく上回っているのは、飲食サービス業（+24.7%ポイント） 、半
導体・電子・電気部品（+20.5%ポイント）。人手不足が顕著な業種を中心に「増える」が「減る」を大きく上回っ
ているといえる。

■業種別 2019年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）

＜参考＞業種別 2018年卒者の新卒採用見通し（大学生・大学院生）
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





中途経年

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



中途経年

		0		0





Sheet1

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



Sheet1

		





Sheet3

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





Sheet3

		0		0





外国人
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表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



外国人 (2)

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





外国人 (2)

		0		0





外国人 (3)

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！



外国人 (3)

		0		0





新卒中途 (3)

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！



新卒中途 (3)

		0		0





女性比率

				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



初任給

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



初任給（業種）

		





外国籍

		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4





		





		





		





		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1650.0%		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		750.0%		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1580.0%		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		2390.0%		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		3310.0%		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		3050.0%		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答
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増える 8.3% 

変わらない 33.6% 

減る 2.9% 

わからない 21.1% 
無回答

0.1% 
以前も今後も採用しない 34.0% 

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

4669 10.0% 31.6% 3.3% 20.1% 34.9% 0.1% +6.7

3425 9.7% 30.1% 3.4% 19.6% 37.2% 0.0% +6.3

　5～99人 1024 6.1% 20.4% 2.1% 24.9% 46.4% 0.1% +4.0

　100～299人 1101 11.3% 30.3% 3.9% 17.6% 36.9% - +7.4

　300～999人 1300 11.3% 37.6% 3.8% 17.1% 30.2% - +7.5

1244 10.6% 35.7% 3.3% 21.5% 28.7% 0.2% +7.3

　1000～1999人 544 10.1% 35.8% 4.0% 20.4% 29.6% - +6.1

　2000～4999人 433 9.5% 39.7% 2.1% 20.3% 28.2% 0.2% +7.4

　5000人以上 267 13.5% 28.8% 3.7% 25.8% 27.7% 0.4% +9.8

（％ポイント）

全　　体

1000人未満

1000人以上

■2019年卒者の新卒採用見通し（高校生）

＜参考＞2018年卒者の新卒採用見通し（高校生）

【2019年卒者の新卒採用見通し（高校生）】

• 従業員規模別に見ると、いずれの従業員規模においても、「増える」が「減る」を上回った。
• 見通しが「わからない」企業は1,000人未満企業において19.6%、1,000人以上企業において21.5%。
• より細かい区分で見ると、すべての従業員規模において、「増える」が「減る」を上回った。

＜参考＞ 従業員規模別 2018年卒者の新卒採用見通し（高校生）

【従業員規模別 2019年卒者の新卒採用見通し（高校生） 】

• 2019年卒の高校生を対象とした新卒採用見通しは、「増える」（10.0%）が「減る」（3.3%）を上回っ
ており（+6.7%ポイント）、2018年卒に続いて、「増える」が「減る」を上回った。

• また、「以前も今後も採用しない」は34.9%と、2018年卒（34.0%）と同水準であり、一定の割合を占
めている。

増える 10.0% 

変わらない 31.6% 

減る 3.3% 

わからない 20.1% 
無回答

0.1% 
以前も今後も採用しない 34.9% 

■従業員規模別 2019年卒者の新卒採用見通し（高校生）

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　増える

　　－減る

1000人未満 3502 7.7% 32.2% 3.0% 20.8% 36.1% 0.1% +4.7

1000人以上 1266 9.8% 37.4% 2.7% 21.9% 28.0% 0.2% +7.1

（％ポイント）
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





中途経年

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



中途経年

		0		0





Sheet1

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



Sheet1

		





Sheet3

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ
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表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



外国人 (2)

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





外国人 (2)

		0		0





外国人 (3)

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！



外国人 (3)

		0		0





新卒中途 (3)

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！



新卒中途 (3)

		0		0





女性比率

				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



初任給

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



初任給（業種）

		





外国籍

		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4





		





		





		





		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1650.0%		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		750.0%		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1580.0%		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		2390.0%		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		3310.0%		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		3050.0%		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4





		





		





		







(C)2017 Recruit Holdings Co.,Ltd. Recruit Works Institute All Rights Reserved.6

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

建設業 342 12.9% 38.6% 4.4% 19.3% 24.9% - +8.5

製造業 1637 9.2% 43.7% 3.8% 24.7% 18.6% 0.1% +5.4

流通業 884 9.5% 27.5% 2.5% 18.2% 42.2% 0.1% +7.0

金融業 327 1.8% 33.6% 2.8% 22.9% 38.2% 0.6% -1.0

サービス・情報業 1530 7.0% 25.2% 2.0% 18.8% 46.9% 0.1% +5.0

（％ポイント）

社数 増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

建設業 353 12.7% 37.1% 4.8% 19.5% 25.5% 0.3% +7.9

製造業 1592 13.3% 40.2% 4.1% 23.4% 19.0% - +9.2

食品 209 12.4% 37.3% 5.3% 28.2% 16.7% - +7.1

化学・紙・石油 164 9.8% 42.1% 4.3% 28.7% 15.2% - +5.5

※医薬・化粧品 44 2.3% 36.4% - 20.5% 40.9% - +2.3

鉄鋼・非鉄金属・金属 164 14.6% 47.0% 6.1% 17.1% 15.2% - +8.5

機械・プラント・エンジニアリング 171 11.1% 46.2% 5.3% 23.4% 14.0% - +5.8

※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連 30 6.7% 36.7% - 30.0% 26.7% - +6.7

半導体・電子・電気部品 73 17.8% 35.6% 1.4% 20.5% 24.7% - +16.4

自動車・鉄道 156 17.3% 45.5% 3.8% 27.6% 5.8% - +13.5

精密機械器具 82 14.6% 25.6% 7.3% 19.5% 32.9% - +7.3

流通業 858 9.6% 25.8% 2.6% 19.5% 42.7% - +7.0

　卸売業 451 6.9% 21.1% 1.1% 19.3% 51.7% - +5.8

　小売業 407 12.5% 31.0% 4.2% 19.7% 32.7% - +8.3

金融業 308 2.9% 31.5% 3.6% 22.7% 39.3% - -0.7

銀行 57 - 33.3% 1.8% 38.6% 26.3% - -1.8

※証券 38 2.6% 26.3% - 13.2% 57.9% - +2.6

労働金庫・信用金庫・信用組合 150 4.0% 43.3% 6.0% 22.7% 24.0% - -2.0

サービス・情報業 1518 7.5% 24.9% 2.6% 16.5% 48.4% 0.1% +4.9

　情報通信業 332 2.4% 14.5% 1.2% 11.1% 70.5% 0.3% +1.2

　運輸業 271 13.3% 29.9% 1.8% 17.0% 38.0% - +11.5

　不動産業 87 5.7% 14.9% - 8.0% 71.3% - +5.7

飲食サービス業 77 23.4% 33.8% 6.5% 11.7% 24.7% - +16.9

教育・学習支援 71 - 11.3% - 11.3% 77.5% - 0.0

医療・福祉 208 7.2% 25.5% 3.8% 26.0% 37.5% - +3.4

※電気・ガス・熱供給・水道業 39 5.1% 43.6% 5.1% 23.1% 23.1% - 0.0

（％ポイント）

注）業種内訳は、特徴的な業種の一部を抜粋
注）※が付いているものは、回答社数が少ないため、参考データとして掲載

【業種別 2019年卒者の新卒採用見通し（高校生） 】

• 業種別を大分類で見ると、2019年卒者については、金融業を除いた業種において、「増える」が「減る」を
上回った。

• 細かい区分で見ると、「増える」が「減る」を大きく上回ったのは、飲食サービス業（+16.9%ポイント）、
半導体・電子・電気部品（+16.4%ポイント）。

＜参考＞業種別 2018年卒者の新卒採用見通し（高校生）

■業種別 2019年卒者の新卒採用見通し（高校生）
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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• 大学生・大学院生の新卒採用見通しは、「増える」と回答した企業の割合15.8%は比較可能な期間（2011年
卒以降）では最も高い。また、2012年卒以降8年連続で「増える」が「減る」を上回っている。

• 高校生の新卒採用見通しも、「増える」と回答した企業の割合は比較可能な期間（2011年卒以降）では最も高
い。また、2015年卒以降5年連続で「増える」が「減る」を上回っている。

【新卒採用見通しの経年比較】

■高校生の新卒採用見通し

注）高卒の採用見通しは2010年卒より調査している
注）2010年卒（2009年度）以前は、採用の見通しを質問する際に、「以前も今後も採用しない」を選択肢に入れておらず、

2011年卒以降と2010年卒以前は単純比較できないため、参考として記載

■大学生・大学院生の新卒採用見通し

■「増える」、「減る」のポイントの経年比較（大学生・大学院生）
（％） 22.7
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年卒

2013

年卒

2014

年卒

2015

年卒

2016

年卒

201７

年卒

2018

年卒

2019

年卒

「増える」

「減る」

増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

2019年卒 15.8% 48.6% 5.1% 19.5% 11.0% 0.1% +10.7

2018年卒 13.5% 48.8% 5.7% 20.7% 11.1% 0.1% +7.8

2017年卒 13.4% 48.1% 4.2% 24.1% 10.1% 0.1% +9.2

2016年卒 14.0% 46.8% 5.3% 24.4% 9.3% 0.2% +8.7

2015年卒 13.3% 47.5% 5.5% 24.1% 9.5% 0.1% +7.8

2014年卒 10.3% 47.6% 6.9% 25.8% 9.2% 0.2% +3.4

2013年卒 10.4% 50.0% 6.4% 25.1% 7.9% 0.1% +4.0

2012年卒 9.3% 47.1% 7.5% 28.6% 7.5% 0.1% +1.8

2011年卒 5.5% 40.1% 9.3% 36.6% 8.3% 0.1% -3.8

2010年卒 8.3% 50.6% 15.7% 25.1% - 0.3% -7.4

2009年卒 18.0% 54.9% 6.8% 19.9% - 0.4% +11.2

2008年卒 22.7% 46.4% 6.9% 21.4% - 2.7% +15.8

（％ポイント）

増える 変わらない 減る わからない
以前も今後も

採用しない
無回答

　　増える

　　　－減る

2019年卒 10.0% 31.6% 3.3% 20.1% 34.9% 0.1% +6.7

2018年卒 8.3% 33.6% 2.9% 21.1% 34.0% 0.1% +5.4

2017年卒 8.9% 31.4% 2.5% 22.7% 34.3% 0.1% +6.4

2016年卒 8.4% 29.9% 2.6% 25.2% 33.7% 0.2% +5.8

2015年卒 5.8% 28.9% 3.6% 22.7% 38.9% 0.1% +2.2

2014年卒 4.0% 28.1% 5.1% 24.6% 38.1% 0.2% -1.1

2013年卒 3.2% 27.8% 3.6% 25.5% 39.7% 0.1% -0.4

2012年卒 3.4% 26.7% 4.1% 28.2% 37.4% 0.2% -0.7

2011年卒 3.1% 29.8% 5.3% 38.3% 23.3% 0.0% -2.2

2010年卒 4.9% 62.0% 7.9% 24.6% - 0.5% -3.0

（％ポイント）

参考値(注)
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒
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地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！
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女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒

		0		0





女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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【初任給（大学生・大学院生）】

■新卒採用において人材確保を目的に初任給を引き上げる企業割合（大学生・大学院生）

• 「新卒人材確保のための施策として初任給の引き上げを行っているか」を聞いた。人材確保を目的に初任給の引き
上げを行っている企業は、「既に取り組んでいる」企業は20.1％、「今後取り組む予定」企業は22.4％となり、
合わせて42.5％の企業が初任給の引き上げを実施、もしくは予定している。

• 業種別では、「既に取り組んでいる」企業の割合は、建設業（31.2％）が多い。「今後取り組む予定」の企業の
割合は流通業（25.2％）、製造業（24.9％）が多い。

• 従業員規模別では、「既に取り組んでいる」企業は、1,000人未満企業では17.8％、1,000人以上企業では
26.5％であり、大企業の割合が高い。「今後取り組む予定」の企業は、1,000人未満の企業（22.9％）と1,000
人以上の企業（21.0％）で同水準となっている。

20.1%

31.2% 

20.9%

21.4%

21.1%

15.9%

17.8%

26.5%

22.4%
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24.9%

25.2%

14.9%

20.0%

22.9%

21.0%

57.2%

48.2% 

54.1%

53.1%

62.7%

63.7%

59.2%
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0.3%

－

0.1%

0.2%

1.3%

0.5%

0.1% 

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

流通業

金融業

サービス・情報業

1000人未満

1000人以上

既に取り組んでいる 今後取り組む予定である 取り組む予定はない 無回答

社数

初任給引き上げ

を実施・予定

（A)＋（B)

既に取り組ん

でいる

（A）

今後取り組む

予定である

（B）

取り組む予定

はない
無回答

4669 42.5% 20.1% 22.4% 57.2% 0.3%

353 51.9% 31.2% 20.7% 48.2% -

1592 45.8% 20.9% 24.9% 54.1% 0.1%

858 46.6% 21.4% 25.2% 53.1% 0.2%

308 36.0% 21.1% 14.9% 62.7% 1.3%

1518 35.9% 15.9% 20.0% 63.7% 0.5%

3425 40.7% 17.8% 22.9% 59.2% 0.1%

　5～99人 1024 25.1% 8.8% 16.3% 74.9% -

　100～299人 1101 42.6% 17.1% 25.5% 57.3% 0.1%

　300～999人 1300 51.2% 25.4% 25.8% 48.5% 0.2%

1244 47.5% 26.5% 21.0% 51.6% 0.9%

　1000～1999人 544 48.9% 26.1% 22.8% 50.7% 0.4%

　2000～4999人 433 48.2% 29.3% 18.9% 51.0% 0.7%

　5000人以上 267 43.4% 22.8% 20.6% 54.3% 2.2%

サービス・情報業

1000人未満

1000人以上

全体

建設業

製造業

流通業

金融業
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4
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																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！
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女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！
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初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6



表、グラフの大きさは変えない！！
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！



外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2510.0%		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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【業種別 初任給（大学生・大学院生）】

■業種別 新卒採用において初任給を引き上げる企業割合（大学生・大学院生）

• 新卒採用における初任給の引き上げについて、業種別を細かい区分で見ると、「既に取り組んでいる」企業の割合
は、機械・プラント・エンジニアリング（31.0％）が高い。「今後取り組む予定」の企業の割合は、飲食サービ
ス業（31.2％）や、精密機械器具（30.5％）、小売業（30.0％）が高い。

• 「既に取り組んでいる」と「今後取り組む予定」の合計では、機械・プラント・エンジニアリング（53.8％）や
小売業（51.9％）、精密機械器具（51.2％）が高い。

注）業種内訳は、特徴的な業種の一部を抜粋
注）※が付いているものは、回答社数が少ないため、参考データとして掲載

社数

初任給引き上げ

を実施・予定

（A)＋（B)

既に取り組ん

でいる

（A）

今後取り組む

予定である

（B）

取り組む予定

はない
無回答

全体 4669 42.5% 20.1% 22.4% 57.2% 0.3%

建設業 353 51.9% 31.2% 20.7% 48.2% -

製造業 1592 45.8% 20.9% 24.9% 54.1% 0.1%

食品 209 47.4% 22.5% 24.9% 52.6% -

化学・紙・石油 164 37.2% 20.7% 16.5% 62.8% -

※医薬・化粧品 44 43.1% 13.6% 29.5% 56.8% -

鉄鋼・非鉄金属・金属 164 46.4% 22.0% 24.4% 53.7% -

機械・プラント・エンジニアリング 171 53.8% 31.0% 22.8% 46.2% -

※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連 30 43.4% 16.7% 26.7% 56.7% -

半導体・電子・電気部品 73 45.2% 20.5% 24.7% 54.8% -

自動車・鉄道 156 50.0% 23.1% 26.9% 50.0% -

精密機械器具 82 51.2% 20.7% 30.5% 48.8% -

流通業 858 46.6% 21.4% 25.2% 53.1% 0.2%

　卸売業 451 41.9% 21.1% 20.8% 57.6% 0.4%

　小売業 407 51.9% 21.9% 30.0% 48.2% -

金融業 308 36.0% 21.1% 14.9% 62.7% 1.3%

銀行 57 26.3% 22.8% 3.5% 70.2% 3.5%

※証券 38 36.9% 21.1% 15.8% 63.2% -

労働金庫・信用金庫・信用組合 150 42.0% 23.3% 18.7% 57.3% 0.7%

サービス・情報業 1518 35.9% 15.9% 20.0% 63.7% 0.5%

　情報通信業 332 42.2% 20.8% 21.4% 57.2% 0.6%

　運輸業 271 29.2% 13.3% 15.9% 70.5% 0.4%

　不動産業 87 27.6% 18.4% 9.2% 72.4% -

飲食サービス業 77 44.2% 13.0% 31.2% 55.8% -

教育・学習支援 71 36.6% 14.1% 22.5% 63.4% -

医療・福祉 208 34.1% 12.5% 21.6% 65.9% -

※電気・ガス・熱供給・水道業 39 43.6% 28.2% 15.4% 53.8% 2.6%
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！



地域別_高卒
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女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！
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		0		0





Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6
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		0		0





外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%
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外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1638.8%		8.8%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		699.6%		690.0%		9.6%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		215.4%		210.0%		5.4%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		649.4%		640.0%		9.4%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1103.0%		1090.0%		13.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1825.0%		1810.0%		15.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1614.5%		1600.0%		14.5%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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【外国籍学生の採用（大学生・大学院生）】

■新卒採用において外国籍学生の比率を高める企業割合（大学生・大学院生）
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既に取り組んでいる 今後取り組む予定である 取り組む予定はない 無回答

• 「新卒人材確保のための施策として外国籍学生の採用比率を高める取り組みを行っているか」を聞いた。人材確保
を目的に外国籍学生の採用比率を高める取り組みを行っている企業は、「既に取り組んでいる」企業が9.9％、
「今後取り組む予定」の企業が11.0％となり、合わせて20.9％の企業が外国籍学生採用を実施、もしくは予定し
ている。

• 業種別に見ると、「既に取り組んでいる」企業については、製造業が13.1％と多く、「今後取り組む予定」の企
業も製造業が14.4％と高い。

• 従業員規模別では、「既に取り組んでいる」企業は、1,000人未満企業では6.9％、1,000人以上企業においては
18.1％となっており大企業の割合の方が高くなっている。「今後取り組む予定」の企業についても1,000人以上
の企業が割合が高く、外国籍学生の採用については大企業中心の動きとなっている。

社数

外国籍学生比率

向上を実施・予定

（A)＋（B)

既に取り組ん

でいる

（A）

今後取り組む

予定である

（B）

取り組む予定

はない
無回答

4669 20.9% 9.9% 11.0% 78.9% 0.2%

353 16.7% 6.8% 9.9% 83.3% -

1592 27.5% 13.1% 14.4% 72.5% 0.1%

858 16.3% 7.8% 8.5% 83.6% 0.1%

308 9.1% 4.2% 4.9% 90.3% 0.6%

1518 19.7% 9.4% 10.3% 79.8% 0.5%

3425 16.5% 6.9% 9.6% 83.5% 0.1%

　5～99人 1024 7.5% 2.1% 5.4% 92.5% -

　100～299人 1101 15.8% 6.4% 9.4% 84.1% -

　300～999人 1300 23.9% 10.9% 13.0% 75.9% 0.2%

1244 33.1% 18.1% 15.0% 66.2% 0.7%

　1000～1999人 544 30.5% 16.0% 14.5% 69.3% 0.2%

　2000～4999人 433 34.4% 18.7% 15.7% 65.1% 0.5%

　5000人以上 267 35.9% 21.3% 14.6% 61.8% 2.2%
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大卒高卒経年

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		1.8		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		4.0		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		5.8

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		6.4

		2018
年卒 ネンソツ		7.8		5.4

		2019
年卒 ネンソツ		10.7		6.7

		2008
年卒 ネンソツ		22.7

		2009
年卒 ネンソツ		18.0

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		4.9

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		3.1

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		3.4

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		3.2

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		4.0

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.8

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		8.4

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		8.9

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		8.3

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		10.0

		2008
年卒 ネンソツ		22.7		6.9

		2009
年卒 ネンソツ		18.0		6.8

		2010
年卒 ネンソツ		8.3		15.7

		2011
年卒 ネンソツ		5.5		9.3

		2012
年卒 ネンソツ		9.3		7.5

		2013
年卒 ネンソツ		10.4		6.4

		2014
年卒 ネンソツ		10.3		6.9

		2015
年卒 ネンソツ		13.3		5.5

		2016
年卒 ネンソツ		14.0		5.3

		201７
年卒 ネンソツ		13.4		4.2

		2018
年卒 ネンソツ		13.5		5.7

		2019
年卒 ネンソツ		15.8		5.1





大卒高卒経年

		





大卒経年

		





大卒全体

		





規模別_大卒

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		1.8

		2013
年卒 ネンソツ		4.0

		2014
年卒 ネンソツ		3.4

		2015
年卒 ネンソツ		7.8

		2016
年卒 ネンソツ		8.7

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

		2018年卒 ネンソツ		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

		2017年卒 ネンソツ		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

		2016年卒 ネンソツ		1400.0%		4680.0%		530.0%		2440.0%		930.0%		20.0%		+8.7

		2015年卒 ネンソツ		1330.0%		4750.0%		550.0%		2410.0%		950.0%		10.0%		+7.8

		2014年卒 ネンソツ		1030.0%		4760.0%		690.0%		2580.0%		920.0%		20.0%		+3.4

		2013年卒 ネンソツ		10.4%		50.0%		6.4%		25.1%		7.9%		0.1%		+4.0

		2012年卒 ネンソツ		9.3%		47.1%		7.5%		28.6%		7.5%		0.1%		+1.8

		2011年卒 ネンソツ		5.5%		40.1%		9.3%		36.6%		8.3%		0.1%		-3.8

		2010年卒 ネンソツ		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%		-		0.3%		-7.4

		2009年卒 ネンソツ		18.0%		54.9%		6.8%		19.9%		-		0.4%		+11.2

		2008年卒 ネンソツ		22.7%		46.4%		6.9%		21.4%		-		2.7%		+15.8

				1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		9.2

				※以下のグラフはダミー イカ





規模別_大卒

		





業種別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 32.5%

減る
 12.4%

わからない 50.8%

無回答
 0.3%



地域別_大卒

		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



高校経年

		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



高卒全体

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				新卒全体 シンソツゼンタイ		4000		580.0%		4680.0%		1000.0%		3730.0%				20.0%		-4.2

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4000		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

				高校生 コウコウセイ		4000		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		10.7

								22.7%		69.9%		7.3%		15.4%										■2018年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ

				■2017年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4618		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		7.8

																								■2017年度新卒見通し ネンドシンソツミトオ





高卒全体

		0		0





規模別_高卒

		



表、グラフの大きさは変えない！！

増える
 15.8%

変わらない 48.6%

減る 
5.1%

わからない 19.5%

無回答
0.1%

増える
 13.5%

変わらない 48.8%

減る 
5.7%

わからない 20.7%

無回答
0.1%



業種別_高卒

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ

								■2013年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		550.0%		4840.0%		930.0%		3660.0%				10.0%		-3.8

								■2012年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		2924		8.3%		50.6%		15.7%		25.1%				0.3%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6				13.5		48.8		5.7		20.7		11.1		0.1		7.8

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8				546		15.6		61		6.2		16.3		0.9		0		9.4

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0				448		15		52.9		5.4		25.4		0.9		0.4		9.6

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0				272		16.5		56.6		5.5		20.2		0.7		0.4		11

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8				.

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4				1266		15.6		57.2		5.8		20.4		0.9		0.2		9.8

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4

								■20１8年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大学・
大学院生 ダイガクダイガクインセイ		1000人未満 ヒトミマン				3502		1280.0%		4580.0%		570.0%		2080.0%		1470.0%		10.0%		+7.1

						1000人以上 ヒトイジョウ				1266		1560.0%		5720.0%		580.0%		2040.0%		90.0%		20.0%		+9.8

								5-99人の計算 ニンケイサン

								５～２９人		348		4		26.1		2		26.1		41.4		0.3		2

								３０～４９人		269		8.9		26.4		2.6		34.2		27.9		0		6.3

								５０～９９人		373		7.5		32.2		3.8		34		22.3		0.3		3.7

										990		20.4		84.7		8.4		94.3		91.6		0.6		12

										100.0%		2.1		8.6		0.8		9.5		9.3		0.1

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1580.0%		4860.0%		510.0%		1950.0%		1100.0%		10.0%		+10.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		1500.0%		4540.0%		540.0%		1940.0%		1480.0%		0.0%		+9.6

								　5～99人 ヒト		1024		630.0%		2990.0%		250.0%		2570.0%		3540.0%		10.0%		+3.8

								　100～299人 ヒト		1101		1660.0%		4790.0%		660.0%		1880.0%		1010.0%		-		+10.0

								　300～999人 ヒト		1300		2050.0%		5550.0%		650.0%		1480.0%		260.0%		-		+14.0

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1780.0%		5740.0%		420.0%		1990.0%		60.0%		20.0%		+13.6

								　1000～1999人 ヒト		544		1760.0%		6100.0%		480.0%		1580.0%		70.0%		-		+12.8

								　2000～4999人 ヒト		433		1690.0%		5770.0%		350.0%		2120.0%		50.0%		20.0%		+13.4

								　5000人以上		267		1950.0%		4940.0%		410.0%		2620.0%		40.0%		40.0%		+15.4





業種別_高卒

		0		0





地域別_高卒

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1610.0%		4900.0%		420.0%		1560.0%		1470.0%		30.0%		+11.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1580.0%		4900.0%		490.0%		2140.0%		890.0%		-		+10.9

						食品		209		1340.0%		4880.0%		670.0%		2250.0%		860.0%		-		+6.7

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1650.0%		5240.0%		300.0%		2260.0%		550.0%		-		+13.5

						※医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1360.0%		5000.0%		450.0%		2050.0%		1140.0%		-		+9.1

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		5300.0%		370.0%		1590.0%		1280.0%		-		+10.9

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1640.0%		5200.0%		410.0%		2110.0%		640.0%		-		+12.3

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		2000.0%		5330.0%		-		2000.0%		670.0%		-		+20.0

						半導体・電子・電気部品		73		2190.0%		4790.0%		140.0%		2330.0%		550.0%		-		+20.5

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1670.0%		5260.0%		510.0%		2120.0%		450.0%		-		+11.6

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		490.0%		2070.0%		850.0%		-		+14.6

						流通業 リュウツウギョウ		858		1860.0%		4990.0%		540.0%		1770.0%		840.0%		-		+13.2

						　卸売業		451		1600.0%		5010.0%		490.0%		1950.0%		950.0%		-		+11.1

						　小売業		407		2160.0%		4960.0%		590.0%		1570.0%		710.0%		-		+15.7

						金融業 キンユウギョウ		308		1100.0%		5130.0%		780.0%		2530.0%		450.0%		-		+3.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		4390.0%		-		5260.0%		-		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		260.0%		2110.0%		1050.0%		-		+13.2

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		1270.0%		5870.0%		1130.0%		1730.0%		-		-		+1.4

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1450.0%		4720.0%		470.0%		1840.0%		1500.0%		10.0%		+9.8

						　情報通信業		332		1690.0%		5840.0%		630.0%		1300.0%		510.0%		30.0%		+10.6

						　運輸業		271		1370.0%		4320.0%		220.0%		1850.0%		2250.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		1610.0%		5290.0%		110.0%		1380.0%		1610.0%		-		+15.0

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2860.0%		4550.0%		390.0%		1170.0%		1040.0%		-		+24.7

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1970.0%		4650.0%		280.0%		2110.0%		990.0%		-		+16.9

						医療・福祉		208		910.0%		3850.0%		580.0%		2640.0%		2020.0%		-		+3.3

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		5640.0%		770.0%		2560.0%		510.0%		-		-2.6

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1610.0%		4940.0%		290.0%		1840.0%		1320.0%		-		+13.2

						製造業 セイゾウギョウ		1637		1220.0%		5060.0%		590.0%		2240.0%		890.0%		10.0%		+6.3

						流通業 リュウツウギョウ		884		1690.0%		4990.0%		710.0%		1660.0%		950.0%		-		+9.8

						金融業 キンユウギョウ		327		730.0%		5380.0%		640.0%		2720.0%		460.0%		60.0%		+0.9

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		1390.0%		4540.0%		530.0%		2020.0%		1500.0%		10.0%		+8.6

						n



表、グラフの大きさは変えない！！
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女性比率

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　大卒 シンソツチイキベツダイソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		1340.0%		4810.0%		420.0%		2410.0%		1010.0%		10.0%		+9.2

						北海道 ホッカイドウ		190		1110.0%		3890.0%		470.0%		2740.0%		1790.0%		-		+6.4

						東北 トウホク		223		1390.0%		4130.0%		450.0%		2380.0%		1660.0%		-		+9.4

						関東 カントウ		2105		1390.0%		5120.0%		340.0%		2200.0%		920.0%		30.0%		+10.5

						中部 チュウブ		812		1490.0%		4740.0%		600.0%		2290.0%		870.0%		-		+8.9

						近畿 キンキ		757		1270.0%		4800.0%		450.0%		2760.0%		730.0%		-		+8.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1270.0%		4480.0%		410.0%		2680.0%		1170.0%		-		+8.6

						九州 キュウシュウ		296		950.0%		4360.0%		340.0%		2840.0%		1520.0%		-		+6.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		1350.0%		4880.0%		570.0%		2070.0%		1110.0%		10.0%		+7.8

						北海道 ホッカイドウ		204		1420.0%		3870.0%		590.0%		2350.0%		1760.0%		-		+8.3

						東北 トウホク		224		1290.0%		3440.0%		670.0%		2590.0%		2010.0%		-		+6.2

						関東 カントウ		2038		1320.0%		5320.0%		450.0%		1920.0%		960.0%		20.0%		+8.7

						中部 チュウブ		856		1520.0%		4820.0%		740.0%		2080.0%		830.0%		10.0%		+7.8

						近畿 キンキ		741		1320.0%		4990.0%		630.0%		2090.0%		960.0%		-		+6.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1260.0%		4450.0%		790.0%		2120.0%		1380.0%		-		+4.7

						九州 キュウシュウ		285		1300.0%		4140.0%		460.0%		2350.0%		1750.0%		-		+8.4

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		16		72		2		26		11		-

						首都圏		2122		231		1111		122		524		133		1

						北陸・甲信越		253		33		120		29		56		14		1

						中部・東海		519		56		252		36		134		40		1

						京阪神		713		69		378		41		179		44		2

						近畿		40		3		15		6		11		5		-

						中国		184		17		87		17		51		12		-

						四国		163		13		68		3		46		32		1

						⇒関東 カントウ		2249		11.0		52.6		5.5		24.5		6.4		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		11.5		48.2		8.4		24.6		7.0		0.3

						⇒近畿 キンキ		753		9.6		52.2		6.2		25.2		6.5		0.3

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		8.6		44.7		5.8		28.0		12.7		0.3



表、グラフの大きさは変えない！！



女性比率

		0		0





初任給

				新卒採用DI（高校生） シンソツサイヨウコウコウセイ

		2008
年卒 ネンソツ

		2009
年卒 ネンソツ

		2010
年卒 ネンソツ		-3.0

		2011
年卒 ネンソツ		-2.2

		2012
年卒 ネンソツ		-0.7

		2013
年卒 ネンソツ		-0.4

		2014
年卒 ネンソツ		-1.1

		2015
年卒 ネンソツ		2.2

		2016
年卒 ネンソツ		5.8

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2019年卒 ネンソツ		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

		2018年卒 ネンソツ		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

		2017年卒 ネンソツ		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

		2016年卒 ネンソツ		840.0%		2990.0%		260.0%		2520.0%		3370.0%		20.0%		+5.8

		2015年卒 ネンソツ		580.0%		2890.0%		360.0%		2270.0%		3890.0%		10.0%		+2.2

		2014年卒 ネンソツ		400.0%		2810.0%		510.0%		2460.0%		3810.0%		20.0%		-1.1

		2013年卒 ネンソツ		320.0%		2780.0%		360.0%		2550.0%		3970.0%		10.0%		-0.4

		2012年卒 ネンソツ		340.0%		2670.0%		410.0%		2820.0%		3740.0%		20.0%		-0.7

		2011年卒 ネンソツ		310.0%		2980.0%		530.0%		3830.0%		2330.0%		0.0%		-2.2

		2010年卒 ネンソツ		4.9%		62.0%		7.9%		24.6%		-		0.5%		-3.0

		2009年卒 ネンソツ

		2008年卒 ネンソツ

																		6.4

				4794		8.9		31.4		2.5		22.7		34.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！



初任給

		





初任給（業種）

		

		新卒 シンソツ

																						新卒 シンソツ

				■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ						高卒 コウソツ

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

								22.3%		70.4%		7.3%		14.9%										■2019年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ

				■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																		（％ポイント）

						N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						4618		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

																								■2018年卒新卒見通し ネンソツシンソツミトオ





初任給（業種）

		0		0





外国籍

		



表、グラフの大きさは変えない！！

表、グラフの大きさは変えない！！

増える 10.0%

変わらない 31.6%

減る 3.3%

わからない 20.1%

無回答
0.1%

増える 8.9%

変わらない 31.4%

減る 2.5%

わからない 22.7%

無回答
0.1%



中途経年

		

		新卒 シンソツ		●新卒全体 シンソツゼンタイ						高卒 コウソツ

								■2011年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		4400		220.0%		6040.0%		490.0%		3240.0%				20.0%		-2.7

								■2010年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

								大学・大学院生 ダイガクダイガクインセイ		3118		4.9		62		7.9		24.6				0.5		-3.0

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ								高卒 コウソツ

								■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全　　体 ゼンカラダ				4669		1000.0%		3160.0%		330.0%		2010.0%		3490.0%		10.0%		+6.7

						1000人未満 ヒトミマン				3425		970.0%		3010.0%		340.0%		1960.0%		3720.0%		0.0%		+6.3

								　5～99人 ヒト		1024		610.0%		2040.0%		210.0%		2490.0%		4640.0%		10.0%		+4.0

								　100～299人 ヒト		1101		1130.0%		3030.0%		390.0%		1760.0%		3690.0%		-		+7.4

								　300～999人 ヒト		1300		1130.0%		3760.0%		380.0%		1710.0%		3020.0%		-		+7.5

						1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1060.0%		3570.0%		330.0%		2150.0%		2870.0%		20.0%		+7.3

								　1000～1999人 ヒト		544		1010.0%		3580.0%		400.0%		2040.0%		2960.0%		-		+6.1

								　2000～4999人 ヒト		433		950.0%		3970.0%		210.0%		2030.0%		2820.0%		20.0%		+7.4

								　5000人以上		267		1350.0%		2880.0%		370.0%		2580.0%		2770.0%		40.0%		+9.8

								■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																						（％ポイント）

										社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　増える
　　－減る フヘ

				高校生 コウコウセイ				1000人未満 ヒトミマン		3502		770.0%		3220.0%		300.0%		2080.0%		3610.0%		10.0%		+4.7

								1000人以上 ヒトイジョウ		1266		980.0%		3740.0%		270.0%		2190.0%		2800.0%		20.0%		+7.1

								５～２９人		190		3		139		4		44				-

								３０～４９人		117		1		80		3		33				-

								５０～９９人		204		3		141		6		54				-

										511		1.3698630137		70.4500978474		2.5440313112		25.6360078278				-





中途経年

		0		0





Sheet1

		

																				（％ポイント）

								N		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない				無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

				大分類 ダイブンルイ		製造業 セイゾウギョウ		1341		8.9%		48.2%		17.3%		25.4%				0.3%		-8.4

						流通業 リュウツウギョウ		687		9.5%		48.3%		18.8%		23.3%				0.1%		-9.3

						金融業 キンユウギョウ		174		3.4%		32.8%		13.2%		50.0%				0.6%		-9.8

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		711		9.6%		48.4%		14.8%		26.9%				0.4%		-5.2

				中分類 チュウブンルイ		建設業		208		10.6%		58.2%		8.7%		22.6%				0.0%		1.9

						機械器具製造業		654		6.6%		48.8%		21.0%		23.2%				0.4%		-14.4

						製造業（機械以外）		561		9.0%		51.7%		14.5%		24.5%				0.3%		-5.5

						卸売業		27		7.1%		51.3%		16.2%		25.1%				0.3%		-9.1

						小売業		250		11.1%		50.9%		19.6%		18.4%				0.0%		-8.4

						金融・保険業		156		0.0%		35.8%		13.3%		50.3%				0.6%		-13.3

						情報通信業		394		9.6%		54.0%		16.4%		20.0%				0.0%		-6.8

						運輸業		332		3.8%		60.3%		6.4%		28.2%				1.3%		-2.6

						不動産業		179		0.0%		52.9%		25.5%		21.6%				0.0%		-25.5

						飲食店・宿泊業		51		18.4%		39.1%		18.4%		24.1%				0.0%		0.0

						サービス業（他に分類されないもの）		87		9.0%		49.7%		12.0%		28.7%				0.6%		-3.0

						医療・福祉		9		33.3%		33.3%		0.0%		33.3%				0.0%		33.3

						電気・ガス・熱供給・水道業		19		3.7%		48.1%		11.1%		37.0%				0.0%		-7.4

				●新卒　業種別 シンソツギョウシュベツ				高卒 コウソツ

						■2019年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		353		1270.0%		3710.0%		480.0%		1950.0%		2550.0%		30.0%		+7.9

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1330.0%		4020.0%		410.0%		2340.0%		1900.0%		-		+9.2

						食品		209		1240.0%		3730.0%		530.0%		2820.0%		1670.0%		-		+7.1

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		980.0%		4210.0%		430.0%		2870.0%		1520.0%		-		+5.5

						※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		230.0%		3640.0%		-		2050.0%		4090.0%		-		+2.3

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1460.0%		4700.0%		610.0%		1710.0%		1520.0%		-		+8.5

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1110.0%		4620.0%		530.0%		2340.0%		1400.0%		-		+5.8

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		670.0%		3670.0%		-		3000.0%		2670.0%		-		+6.7

						半導体・電子・電気部品		73		1780.0%		3560.0%		140.0%		2050.0%		2470.0%		-		+16.4

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		1730.0%		4550.0%		380.0%		2760.0%		580.0%		-		+13.5

						精密機械器具		82		1460.0%		2560.0%		730.0%		1950.0%		3290.0%		-		+7.3

						流通業 リュウツウギョウ		858		960.0%		2580.0%		260.0%		1950.0%		4270.0%		-		+7.0

						　卸売業		451		690.0%		2110.0%		110.0%		1930.0%		5170.0%		-		+5.8

						　小売業		407		1250.0%		3100.0%		420.0%		1970.0%		3270.0%		-		+8.3

						金融業 キンユウギョウ		308		290.0%		3150.0%		360.0%		2270.0%		3930.0%		-		-0.7

						銀行 ギンコウ		57		-		3330.0%		180.0%		3860.0%		2630.0%		-		-1.8

						※証券 ショウケン		38		260.0%		2630.0%		-		1320.0%		5790.0%		-		+2.6

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		400.0%		4330.0%		600.0%		2270.0%		2400.0%		-		-2.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		750.0%		2490.0%		260.0%		1650.0%		4840.0%		10.0%		+4.9

						　情報通信業		332		240.0%		1450.0%		120.0%		1110.0%		7050.0%		30.0%		+1.2

						　運輸業		271		1330.0%		2990.0%		180.0%		1700.0%		3800.0%		-		+11.5

						　不動産業		87		570.0%		1490.0%		-		800.0%		7130.0%		-		+5.7

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		2340.0%		3380.0%		650.0%		1170.0%		2470.0%		-		+16.9

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		-		1130.0%		-		1130.0%		7750.0%		-		0.0

						医療・福祉		208		720.0%		2550.0%		380.0%		2600.0%		3750.0%		-		+3.4

						※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		510.0%		4360.0%		510.0%		2310.0%		2310.0%		-		0.0

						■2018年卒新卒採用見通し ソツシンソツミトオ		高卒 コウソツ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						建設業 ケンセツギョウ		342		1290.0%		3860.0%		440.0%		1930.0%		2490.0%		-		+8.5

						製造業 セイゾウギョウ		1637		920.0%		4370.0%		380.0%		2470.0%		1860.0%		10.0%		+5.4

						流通業 リュウツウギョウ		884		950.0%		2750.0%		250.0%		1820.0%		4220.0%		10.0%		+7.0

						金融業 キンユウギョウ		327		180.0%		3360.0%		280.0%		2290.0%		3820.0%		60.0%		-1.0

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1530		700.0%		2520.0%		200.0%		1880.0%		4690.0%		10.0%		+5.0

						製造業の計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		39		374		58		354		230		0

						機械器具製造業		799		38		314		42		221		182		2

								1854		77		688		100		575		412		2

										4.1531823085		37.1089536138		5.3937432578		31.0140237325		22.2222222222		0.1078748652



表、グラフの大きさは変えない！！



Sheet1

		0		0





Sheet3

		

		新卒 シンソツ

				●新卒　地域別　高卒 シンソツチイキベツコウソツ

						■2017年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4794		890.0%		3140.0%		250.0%		2270.0%		3430.0%		10.0%		+6.4

						北海道 ホッカイドウ		190		1000.0%		3000.0%		470.0%		2580.0%		2950.0%		-		+5.3

						東北 トウホク		223		1520.0%		3540.0%		310.0%		2470.0%		2150.0%		-		+12.1

						関東 カントウ		2105		750.0%		2720.0%		190.0%		1990.0%		4330.0%		30.0%		+5.6

						中部 チュウブ		812		1110.0%		3790.0%		370.0%		2290.0%		2440.0%		-		+7.4

						近畿 キンキ		757		700.0%		3210.0%		180.0%		2580.0%		3330.0%		-		+5.2

						中国・四国 チュウゴクシコク		411		1050.0%		3820.0%		360.0%		2380.0%		2380.0%		-		+6.9

						九州 キュウシュウ		296		1050.0%		2970.0%		240.0%		2970.0%		2770.0%		-		+8.1

																190		10		30		4.7		25.8		29.5		0		5.3

																223		15.2		35.4		3.1		24.7		21.5		0		12.1

						■2018年卒者 ネンソツシャ

																				（％ポイント）

								社数 シャスウ		増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

						全体 ゼンタイ		4768		830.0%		3360.0%		290.0%		2110.0%		3400.0%		10.0%		+5.4

						北海道 ホッカイドウ		204		980.0%		3580.0%		290.0%		2750.0%		2400.0%		-		+6.9

						東北 トウホク		224		1210.0%		3390.0%		400.0%		2370.0%		2630.0%		-		+8.1

						関東 カントウ		2038		610.0%		2940.0%		190.0%		1900.0%		4330.0%		20.0%		+4.2

						中部 チュウブ		856		1020.0%		4140.0%		420.0%		2030.0%		2380.0%		10.0%		+6.0

						近畿 キンキ		741		760.0%		3290.0%		200.0%		2420.0%		3330.0%		-		+5.6

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1070.0%		3670.0%		500.0%		2140.0%		2620.0%		-		+5.7

						九州 キュウシュウ		285		1190.0%		3510.0%		530.0%		2350.0%		2420.0%		-		+6.6
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外国人

		

								総　数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		37.5		17.2		45		0.2

								4669		1753		802		2103		11

		業種別（中分類）				建設業		353		36.3		20.4		43.3		0

						製造業（機械以外）		932		36.4		18.5		45.1		0.1

						機械器具製造業		660		47.4		22		30.6		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		12.8		56.4		2.6

						情報通信業		332		46.1		16.9		36.4		0.6

						運輸業		271		27.3		15.9		56.5		0.4

						卸売業		451		35.9		19.1		44.8		0.2

						小売業		407		44.2		18.7		37.1		0

						金融・保険業		308		36		11		52.3		0.6

						不動産業		87		36.8		13.8		49.4		0

						飲食店・宿泊業		172		33.1		17.4		49.4		0

						医療・福祉		208		30.3		10.1		59.6		0

						教育・学習支援業		71		28.2		12.7		59.2		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		28.7		11.2		59.2		0.9

						その他		40		32.5		7.5		60		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		36.1		19.9		43.9		0

						製造業		1592		41		19.9		39.1		0.1

						流通業		858		39.9		18.9		41.1		0.1

						金融業		308		36		11		52.3		0.6

						サービス・情報業		1518		33.4		14.1		52		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別				北海道		209		23		15.8		61.2		0

						東北		229		31		14		55		0

						北関東		191		31.4		19.9		48.7		0

						首都圏		1856		42.5		16		41		0.5

						北陸・甲信越		294		35		21.1		43.9		0

						中部・東海		515		39.8		19.2		40.8		0.2

						京阪神		654		39.4		18.8		41.6		0.2

						近畿		46		26.1		17.4		56.5		0

						中国		221		33.9		14.9		51.1		0

						四国		179		26.8		17.9		55.3		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		27.2		14.8		58		0

						関東		2047		41.5		16.4		41.7		0.4

						中部		809		38.1		19.9		41.9		0.1

						近畿		700		38.6		18.7		42.6		0.1

						中国・四国		400		30.8		16.3		53		0

						九州		275		30.5		16.4		53.1		0

		従業員規模別				５～２９人		314		6.1		5.7		88.2		0

						３０～４９人		236		10.2		12.3		77.5		0

						５０～９９人		474		19.2		14.6		66.2		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

						１０００人未満　計		3425		31.9		17.4		50.6		0.1

						１０００人以上　計		1244		53		16.6		29.7		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		13.1		11.3		75.6		0

						１００～２９９人		1101		31		17.9		51.1		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		53.1		17.3		29.4		0.2

						２０００～４９９９人		433		55.2		15.5		28.9		0.5

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		22.4		14.7		62.9		0

						３００～９９９人		1300		47.6		21.7		30.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		54		16.5		29.2		0.3

						５０００人以上		267		49.1		17.2		31.5		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		3610.0%		1990.0%		4390.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3610.0%		1990.0%		4390.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

								社数 シャスウ		女性採用比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ジョセイサイヨウヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		5470.0%		3750.0%		1720.0%		4500.0%		20.0%				353		353		36.3		20.4		43.3		0

				建設業 ケンセツギョウ				353		5670.0%		3630.0%		2040.0%		4330.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		6090.0%		4100.0%		1990.0%		3910.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		5880.0%		3990.0%		1890.0%		4110.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		4700.0%		3600.0%		1100.0%		5230.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		4750.0%		3340.0%		1410.0%		5200.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4930.0%		3190.0%		1740.0%		5060.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2440.0%		1310.0%		1130.0%		7560.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4890.0%		3100.0%		1790.0%		5110.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		6930.0%		4760.0%		2170.0%		3050.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		6960.0%		5300.0%		1660.0%		2970.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		7040.0%		5310.0%		1730.0%		2940.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		7070.0%		5520.0%		1550.0%		2890.0%		50.0%

						　5000人以上		267		6630.0%		4910.0%		1720.0%		3150.0%		220.0%
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外国人

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (2)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

										938		1045		2671		15

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

						総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

						食品		209		22.5		24.9		52.6		0

						繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

						化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

						医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

						ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

						鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

						機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

						総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

						重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

						家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

						ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

						半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

						その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

						精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

						印刷関連		50		18		18		62		2

						その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

						商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

						専門店（複合）		25		16		24		60		0

						専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

						専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

						専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

						銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

						信託銀行		1		0		0		100		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

						証券		38		21.1		15.8		63.2		0

						生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

						クレジット		14		14.3		35.7		50		0

						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

						通信		8		12.5		0		87.5		0

						放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

						インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

						不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

						鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

						道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

						倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

						海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

						電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						飲食店		77		13		31.2		55.8		0

						旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

						物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

						広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

						その他		22		9.1		27.3		63.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

						製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

						機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

						電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

						情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

						運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

						卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

						小売業		407		21.9		30		48.2		0

						金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

						飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

						医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

						教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

						サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

						その他		40		12.5		27.5		60		0

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1963		22.7		24.1		53		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

						無回答		-		-		-		-		-

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

						製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

						流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

						金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

						サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

		地域別				北海道		209		18.7		23.4		57.4		0.5

						東北		229		21.4		23.6		55		0

						北関東		191		16.2		27.7		55.5		0.5

						首都圏		1856		20.3		19.7		59.4		0.6

						北陸・甲信越		294		23.8		23.8		52.4		0

						中部・東海		515		18.8		26.6		54.4		0.2

						京阪神		654		22.3		23.7		53.8		0.2

						近畿		46		13		17.4		69.6		0

						中国		221		21.7		19.9		58.4		0

						四国		179		13.4		21.8		64.8		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

						無回答		-		-		-		-		-

		地域別②				北海道・東北		438		20.1		23.5		56.2		0.2

						関東		2047		19.9		20.4		59.1		0.6

						中部		809		20.6		25.6		53.6		0.1

						近畿		700		21.7		23.3		54.9		0.1

						中国・四国		400		18		20.8		61.3		0

						九州		275		18.5		25.8		55.6		0

		従業員規模別				５～２９人		314		4.8		10.5		84.7		0

						３０～４９人		236		6.4		17.8		75.8		0

						５０～９９人		474		12.7		19.4		67.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

						１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

						１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

						３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

						２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

						５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2125		2125		13.1		21.1		65.8		0

						３００～９９９人		1300		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

						１０００～４９９９人		977		977		27.5		21.1		50.9		0.5

						５０００人以上		267		267		22.8		20.6		54.3		2.2

		業態変更				変更があった		105		105		20		21		57.1		1.9

						　企業名変更		17		17		0		17.6		82.4		0

						　持株会社化		8		8		37.5		12.5		50		0

						　合併		18		18		16.7		16.7		66.7		0

						　分社化		21		21		28.6		23.8		47.6		0

						　その他		31		31		22.6		19.4		58.1		0

						　採用方法変更		7		7		28.6		28.6		14.3		28.6

						　詳細無回答		3		3		0		66.7		33.3		0

						変更はなかった		4557		4557		20.1		22.4		57.3		0.3

						無回答		7		7		42.9		42.9		0		14.3

		株式上場				上場している		1288		1288		27.3		21.9		50		0.8

						上場していない		3377		3377		17.3		22.6		59.9		0.1

						無回答		4		4		25		0		75		0

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ				3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

								社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ショニンキュウヒアジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%				353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				建設業 ケンセツギョウ				353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		4070.0%		1780.0%		2290.0%		5920.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		2510.0%		880.0%		1630.0%		7490.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		4260.0%		1710.0%		2550.0%		5730.0%		10.0%

						　300～999人 ヒト		1300		5120.0%		2540.0%		2580.0%		4850.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		4750.0%		2650.0%		2100.0%		5160.0%		90.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		4890.0%		2610.0%		2280.0%		5070.0%		40.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		4820.0%		2930.0%		1890.0%		5100.0%		70.0%

						　5000人以上		267		4340.0%		2280.0%		2060.0%		5430.0%		220.0%





外国人 (2)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



外国人 (3)

		

										サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

								全　体		4669		20.1		22.4		57.2		0.3

				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		18		16.7		27.8		55.6		0

								総合工事業		221		33.9		21.7		44.3		0

								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		132		26.5		18.9		54.5		0

								食品		209		22.5		24.9		52.6		0

								繊維		67		11.9		20.9		67.2		0

								化学・紙・石油		164		20.7		16.5		62.8		0

								医薬・化粧品		44		13.6		29.5		56.8		0

								ゴム・ガラス・セラミックス		42		21.4		31		47.6		0

								鉄鋼・非鉄金属・金属		164		22		24.4		53.7		0

								機械・プラント・エンジニアリング		171		31		22.8		46.2		0

								総合電機		18		16.7		11.1		72.2		0

								重電・産業用電気機器		27		22.2		40.7		37		0

								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		16.7		26.7		56.7		0

								家電・ＡＶ機器		14		7.1		28.6		64.3		0

								ゲーム・アミューズメント機器		4		0		25		75		0

								半導体・電子・電気部品		73		20.5		24.7		54.8		0

								その他の電気機械器具製造業		85		18.8		31.8		49.4		0

								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		23.1		26.9		50		0

								精密機械器具製造業		82		20.7		30.5		48.8		0

								印刷関連		50		18		18		62		2

								その他の製造業		192		16.7		26.6		56.3		0.5

								商社		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								百貨店		22		4.5		13.6		81.8		0

								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		115		25.2		38.3		36.5		0

								専門店（複合）		25		16		24		60		0

								専門店（洋装品・呉服）		35		28.6		17.1		54.3		0

								専門店（自動車関連）		126		26.2		30.2		43.7		0

								専門店（電気製品）		8		25		12.5		62.5		0

								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		76		13.2		31.6		55.3		0

								銀行		57		22.8		3.5		70.2		3.5

								信託銀行		1		0		0		100		0

								労働金庫・信用金庫・信用組合		150		23.3		18.7		57.3		0.7

								証券		38		21.1		15.8		63.2		0

								生命保険・損害保険		25		20		12		68		0

								クレジット		14		14.3		35.7		50		0

								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		23		8.7		8.7		78.3		4.3

								通信		8		12.5		0		87.5		0

								放送業		30		13.3		13.3		70		3.3

								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		251		24.3		23.5		52.2		0

								インターネット付随サービス業		5		0		40		60		0

								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		38		7.9		15.8		73.7		2.6

								不動産		87		18.4		9.2		72.4		0

								鉄道・道路旅客運送業		64		10.9		12.5		76.6		0

								道路貨物運送業		108		14.8		11.1		74.1		0

								倉庫業		24		16.7		20.8		62.5		0

								旅行業および運輸に付帯するサービス業		21		9.5		33.3		57.1		0

								海運・航空・その他の運輸業		54		13		20.4		64.8		1.9

								電力・ガス・水道・エネルギー		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								飲食店		77		13		31.2		55.8		0

								旅館・ホテル・レジャー		95		17.9		17.9		64.2		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援		71		14.1		22.5		63.4		0

								物品賃貸業		30		10		43.3		46.7		0

								広告代理店		21		14.3		19		61.9		4.8

								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		64		23.4		21.9		54.7		0

								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		128		10.9		19.5		68		1.6

								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		95		11.6		17.9		70.5		0

								その他		22		9.1		27.3		63.6		0

								無回答		-		-		-		-		-

				業種別（中分類）				建設業		353		31.2		20.7		48.2		0

								製造業（機械以外）		932		19.4		23.5		56.9		0.2

								機械器具製造業		660		23		26.8		50.2		0

								電気・ガス・熱供給・水道業		39		28.2		15.4		53.8		2.6

								情報通信業		332		20.8		21.4		57.2		0.6

								運輸業		271		13.3		15.9		70.5		0.4

								卸売業		451		21.1		20.8		57.6		0.4

								小売業		407		21.9		30		48.2		0

								金融・保険業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								不動産業		87		18.4		9.2		72.4		0

								飲食店・宿泊業		172		15.7		23.8		60.5		0

								医療・福祉		208		12.5		21.6		65.9		0

								教育・学習支援業		71		14.1		22.5		63.4		0

								サービス業（他に分類されないもの）		338		13.6		21.6		63.9		0.9

								その他		40		12.5		27.5		60		0

				業種別（大分類：5区分）				建設業		371		30.5		21		48.5		0

								製造業		1592		20.9		24.9		54.1		0.1

								流通業		858		21.4		25.2		53.1		0.2

								金融業		308		21.1		14.9		62.7		1.3

								サービス・情報業		1518		15.9		20		63.7		0.5

								１０００人未満　計		3425		17.8		22.9		59.2		0.1

								１０００人以上　計		1244		26.5		21		51.6		0.9

				従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		8.8		16.3		74.9		0

								１００～２９９人		1101		17.1		25.5		57.3		0.1

								３００～９９９人		1300		25.4		25.8		48.5		0.2

								１０００～１９９９人		544		26.1		22.8		50.7		0.4

								２０００～４９９９人		433		29.3		18.9		51		0.7

								５０００人以上		267		22.8		20.6		54.3		2.2

						社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%

						社数 シャスウ		初任給引き上げを実施・予定
（A)＋（B) ジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ		4669		4250.0%		2010.0%		2240.0%		5720.0%		30.0%

				建設業 ケンセツギョウ		353		5190.0%		3120.0%		2070.0%		4820.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ		1592		4580.0%		2090.0%		2490.0%		5410.0%		10.0%

				食品		209		4740.0%		2250.0%		2490.0%		5260.0%		-

				化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		3720.0%		2070.0%		1650.0%		6280.0%		-

				※医薬・化粧品 クスリケショウヒン		44		4310.0%		1360.0%		2950.0%		5680.0%		-

				鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		4640.0%		2200.0%		2440.0%		5370.0%		-

				機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		5380.0%		3100.0%		2280.0%		4620.0%		-

				※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		4340.0%		1670.0%		2670.0%		5670.0%		-

				半導体・電子・電気部品		73		4520.0%		2050.0%		2470.0%		5480.0%		-

				自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		5000.0%		2310.0%		2690.0%		5000.0%		-

				精密機械器具		82		5120.0%		2070.0%		3050.0%		4880.0%		-

				流通業 リュウツウギョウ		858		4660.0%		2140.0%		2520.0%		5310.0%		20.0%

				　卸売業		451		4190.0%		2110.0%		2080.0%		5760.0%		40.0%

				　小売業		407		5190.0%		2190.0%		3000.0%		4820.0%		-

				金融業 キンユウギョウ		308		3600.0%		2110.0%		1490.0%		6270.0%		130.0%

				銀行 ギンコウ		57		2630.0%		2280.0%		350.0%		7020.0%		350.0%

				※証券 ショウケン		38		3690.0%		2110.0%		1580.0%		6320.0%		-

				労働金庫・信用金庫・信用組合		150		4200.0%		2330.0%		1870.0%		5730.0%		70.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		3590.0%		1590.0%		2000.0%		6370.0%		50.0%

				　情報通信業		332		4220.0%		2080.0%		2140.0%		5720.0%		60.0%

				　運輸業		271		2920.0%		1330.0%		1590.0%		7050.0%		40.0%

				　不動産業		87		2760.0%		1840.0%		920.0%		7240.0%		-

				飲食サービス業 インショクギョウ		77		4420.0%		1300.0%		3120.0%		5580.0%		-

				教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		3660.0%		1410.0%		2250.0%		6340.0%		-

				医療・福祉		208		3410.0%		1250.0%		2160.0%		6590.0%		-

				※電気・ガス・熱供給・水道業 デンキネツキョウキュウスイドウギョウ		39		4360.0%		2820.0%		1540.0%		5380.0%		260.0%





新卒中途 (3)

		

								サンプル数		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

						全　体		4669		9.9		11		78.9		0.2

		業種別（大分類：5区分）				建設業		371		7		10.2		82.7		0

						製造業		1592		13.1		14.4		72.5		0.1

						流通業		858		7.8		8.5		83.6		0.1

						金融業		308		4.2		4.9		90.3		0.6

						サービス・情報業		1518		9.4		10.3		79.8		0.5

						１０００人未満　計		3425		6.9		9.6		83.5		0.1

						１０００人以上　計		1244		18.1		15		66.2		0.7

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		2.1		5.4		92.5		0

						１００～２９９人		1101		6.4		9.4		84.1		0

						３００～９９９人		1300		10.9		13		75.9		0.2

						１０００～１９９９人		544		16		14.5		69.3		0.2

						２０００～４９９９人		433		18.7		15.7		65.1		0.5

						５０００人以上		267		21.3		14.6		61.8		2.2

								社数 シャスウ		既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				371		700.0%		1020.0%		8270.0%		-

				製造業 セイゾウギョウ				1592		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

						　5～99人 ヒト		1024		210.0%		540.0%		9250.0%		-

						　100～299人 ヒト		1101		640.0%		940.0%		8410.0%		-

						　300～999人 ヒト		1300		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

						　1000～1999人 ヒト		544		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%

						　2000～4999人 ヒト		433		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%

								既に取り組んでいる		今後取り組む予定である		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				700.0%		1020.0%		8270.0%		0.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%

				1000人以上 ヒトイジョウ				1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%

								社数 シャスウ		外国籍学生比率向上を実施・予定
（A)＋（B) ガイコクセキガクセイヒリツコウジョウジッシヨテイ		既に取り組んでいる
（A）		今後取り組む予定である（B）		取り組む予定はない		無回答

				全体 ゼンタイ				4669		2090.0%		990.0%		1100.0%		7890.0%		20.0%

				建設業 ケンセツギョウ				353		1670.0%		680.0%		990.0%		8330.0%		-				353		6.8		9.9		83.3		0

				製造業 セイゾウギョウ				1592		2750.0%		1310.0%		1440.0%		7250.0%		10.0%

				流通業 リュウツウギョウ				858		1630.0%		780.0%		850.0%		8360.0%		10.0%

				金融業 キンユウギョウ				308		910.0%		420.0%		490.0%		9030.0%		60.0%

				サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1518		1970.0%		940.0%		1030.0%		7980.0%		50.0%

				1000人未満 ヒトミマン				3425		1650.0%		690.0%		960.0%		8350.0%		10.0%				0.096		9.6

						　5～99人 ヒト		1024		750.0%		210.0%		540.0%		9250.0%		-				0.054		5.4

						　100～299人 ヒト		1101		1580.0%		640.0%		940.0%		8410.0%		-				0.094		9.4

						　300～999人 ヒト		1300		2390.0%		1090.0%		1300.0%		7590.0%		20.0%				0.130		13

				1000人以上 ヒトイジョウ				1244		3310.0%		1810.0%		1500.0%		6620.0%		70.0%				0.150		15

						　1000～1999人 ヒト		544		3050.0%		1600.0%		1450.0%		6930.0%		20.0%				0.145		14.5

						　2000～4999人 ヒト		433		3440.0%		1870.0%		1570.0%		6510.0%		50.0%

						　5000人以上		267		3590.0%		2130.0%		1460.0%		6180.0%		220.0%





新卒中途 (3)

		



既に取り組んでいる

今後取り組む予定である

取り組む予定はない

無回答



				中途採用ＤＩ チュウトサイヨウ

		2007
年度 ネンド		8.3

		2008
年度 ネンド		3.3

		2009
年度 ネンド		-8.4

		2010
年度 ネンド		-4.6

		2011
年度 ネンド		-0.8

		2012
年度 ネンド		2.6

		2013
年度 ネンド		2.2

		2014
年度 ネンド		5.9

		2015
年度 ネンド		9.0

		2016
年度 ネンド		10.4

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%

														（％ポイント）

				増える フ		変わらない カ		減る ヘ		わからない		以前も今後も
採用しない イゼンコンゴサイヨウ		無回答 ムカイトウ		　　増える
　　　－減る フヘ

		2015年度 ネンド		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

		2014年度 ネンド		1070.0%		3260.0%		480.0%		4160.0%		1010.0%		20.0%		+5.9

		2013年度 ネンド		750.0%		3050.0%		530.0%		4720.0%		930.0%		20.0%		+2.2

		2012年度 ネンド		7.3%		32.6%		4.7%		43.9%		11.4%		0.1%		+2.6

		2011年度 ネンド		4.1%		27.3%		4.9%		50.5%		13.0%		0.3%		-0.8

		2010年度 ネンド		1.7%		22.2%		6.3%		54.9%		14.6%		0.3%		-4.6

		2009年度 ネンド		4.0%		32.5%		12.4%		50.8%		-		0.3%		-8.4

		2008年度 ネンド		11.3%		40.7%		8.0%		39.0%		-		0.9%		+3.3

		2007年度 ネンド		15.8%		29.8%		7.5%		43.7%		-		3.2%		+8.3





		0		0		0		0		0		0



変わらない 40.7%

減る
 8.0%

わからない 39.0%

無回答
 0.9%



		0		0		0		0		0		0



変わらない 29.8%

減る
7.5%

わからない 43.7%

無回答
 3.2%



		





		

						(A)		(B)		(A)に対する
(B)の増減率 タイゾウゲンリツ

						当初計画
採用予定数 トウショケイカクサイヨウヨテイスウ		最終見通し
採用予定数 サイシュウミトオサイヨウヨテイスウ

		全体 ゼンタイ				719,300人		743,800人		+3.4%

		従業員
規模別 ジュウギョウインキボベツ		5～299人 ニン		402,200人		438,100人		+8.9%

				300～999人 ニン		145,100人		152,200人		+4.9%

				1000～4999人 ニン		123,300人		109,300人		-11.4%

				5000人以上 ニンイジョウ		48,700人		44,200人		-9.2%

		業種別 ギョウシュベツ		　建設業 ケンセツ		80,400人		77,200人		-4.0%

				　製造業		262,200人		282,800人		+7.9%

				　流通業		280,000人		289,400人		+3.4%

				　金融業 キンユウギョウ		11,300人		11,700人		+3.5%

				　サービス・情報業 ギョウ		85,400人		82,700人		-3.2%





		

				新卒採用DI（大学生・大学院生） シンソツサイヨウダイガクセイダイガクインセイ

		2008
年卒 ネンソツ		15.8

		2009
年卒 ネンソツ		11.2

		2010
年卒 ネンソツ		-7.4

		2011
年卒 ネンソツ		-3.8

		2012
年卒 ネンソツ		全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

				全体 ゼンタイ		建設業 ケンセツギョウ		製造業 セイゾウギョウ		流通業 リュウツウギョウ		金融業 キンユウギョウ		情報・サービス業 ジョウホウギョウ

		2014
年卒 ネンソツ		3.4		6.5		-1.7		6.4		5.5		6.5

		2015
年卒 ネンソツ		7.8		17.7		4.3		6.9		7.6		9.9

		2016
年卒 ネンソツ		8.7		14.8		6.2		9.6		8.1		9.7

		201７
年卒 ネンソツ		9.2		11.1		6.4		10.2		11		9.7

								2014
年卒 ネンソツ		2015
年卒 ネンソツ		2016
年卒 ネンソツ		201７
年卒 ネンソツ

						全体 ゼンタイ		+3.4		+7.8		+8.7		+9.2

						建設業 ケンセツギョウ		+6.5		+17.7		+14.8		+11.1

						製造業 セイゾウギョウ		-1.7		+4.3		+6.2		+6.4

						流通業 リュウツウギョウ		+6.4		+6.9		+9.6		+10.2

						金融業 キンユウギョウ		+5.5		+7.6		+8.1		+11.0

						情報・サービス業 ジョウホウギョウ		+6.5		+9.9		+9.7		+9.7





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2640.0%		310.0%		2230.0%		100.0%		2890.0%		4460.0%		10.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		2190.0%		170.0%		1900.0%		120.0%		2530.0%		5270.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3580.0%		600.0%		2920.0%		60.0%		3630.0%		2770.0%		20.0%

								1000～1999人 ニン		688		3610.0%		440.0%		3110.0%		60.0%		3070.0%		3330.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		3720.0%		730.0%		2950.0%		40.0%		3750.0%		2520.0%		20.0%

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3310.0%		760.0%		2450.0%		100.0%		4700.0%		1920.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2790.0%		450.0%		2210.0%		130.0%		3040.0%		4160.0%		0.0%

						流通業				989		2320.0%		170.0%		2060.0%		90.0%		2670.0%		4990.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1870.0%		30.0%		1740.0%		100.0%		2950.0%		5170.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2820.0%		250.0%		2500.0%		70.0%		2790.0%		4390.0%		10.0%

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																								（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ								採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		採用予定なし サイヨウヨテイ		無回答 ムカイトウ

														増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		2170.0%		180.0%		1910.0%		80.0%		2960.0%		4870.0%		0.0%

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		1800.0%		100.0%		1600.0%		100.0%		2580.0%		5620.0%		-

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2940.0%		340.0%		2560.0%		40.0%		3750.0%		3300.0%		10.0%

								1000～1999人 ニン		688		3010.0%		220.0%		2780.0%		10.0%		3010.0%		3980.0%		-

								2000～4999人 ニン		536		2950.0%		470.0%		2440.0%		40.0%		4180.0%		2870.0%		-

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2750.0%		400.0%		2250.0%		100.0%		4670.0%		2520.0%		70.0%

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		2240.0%		240.0%		1910.0%		90.0%		3070.0%		4690.0%		0.0%

						流通業				989		1870.0%		90.0%		1710.0%		70.0%		2750.0%		5370.0%		10.0%

						金融業 キンユウギョウ				288		1740.0%		-		1600.0%		140.0%		3160.0%		5100.0%		-

						サービス・情報業 ギョウ				1206		2370.0%		180.0%		2130.0%		60.0%		2890.0%		4730.0%		-





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用予定
あり サイヨウヨテイ		採用予定
なし サイヨウヨテイ		採用予定・採用数は未定 サイヨウヨテイサイヨウスウミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





				■日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生の新卒採用見通し ニホンダイガクダイガクインソツギョウガイコクジンリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		910.0%		7550.0%		1390.0%		160.0%				310.0%		2230.0%		100.0%		10.0%				0.9		8.2		1.6		13.9		75.5		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		890.0%		7570.0%		1380.0%		160.0%				170.0%		1900.0%		120.0%		-				0.8		8.1		1.6		13.8		75.7

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		3540.0%		2860.0%		3530.0%		80.0%				600.0%		2920.0%		60.0%		20.0%				5.8		29.6		0.6		35.3		28.6		0.2

								1000～1999人 ニン		688		3550.0%		3330.0%		3070.0%		60.0%				440.0%		3110.0%		60.0%		-				4.4		31.1		0.6		30.7		33.3

								2000～4999人 ニン		536		3680.0%		2520.0%		3750.0%		60.0%				730.0%		2950.0%		40.0%		20.0%				7.3		29.5		0.4		37.5		25.2		0.2

								5000人以上 ニンイジョウ		302		3210.0%		1920.0%		4700.0%		170.0%				760.0%		2450.0%		100.0%		70.0%				7.6		24.5		1		47		19.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		650.0%		8000.0%		1320.0%		40.0%				450.0%		2210.0%		130.0%		0.0%				1.1		5.4		0.4		13.2		80		0

						流通業				989		1550.0%		6870.0%		1280.0%		300.0%				170.0%		2060.0%		90.0%		10.0%				1.5		14		3		12.8		68.7		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1130.0%		8360.0%		490.0%		30.0%				30.0%		1740.0%		100.0%		-				0		11.3		0.3		4.9		83.6

						サービス・情報業 ギョウ				1206		750.0%		7330.0%		1690.0%		230.0%				250.0%		2500.0%		70.0%		10.0%				0.2		7.3		2.3		16.9		73.3		0

				■海外の大学・大学院を卒業する外国籍留学生の新卒採用見通し カイガイダイガクダイガクインソツギョウガイコクセキリュウガクセイシンソツサイヨウミトオ

																		（％ポイント）

										社数 シャスウ		採用意向
あり サイヨウイコウ		採用意向
なし サイヨウイコウ		未定 ミテイ		無回答 ムカイトウ										無回答 ムカイトウ

																						増える フ		変わらない カ		減る ヘ

				全　　体 ゼンカラダ						4673		780.0%		7660.0%		1410.0%		150.0%				180.0%		1910.0%		80.0%		0.0%				0.4		7.4		1.5		14.1		76.6		0

				従業員規模別 ジュウギョウインキボベツ		１000人未満 ニンミマン				3147		770.0%		7680.0%		1400.0%		150.0%				100.0%		1600.0%		100.0%		-				0.4		7.3		1.5		14		76.8

						1000人以上 ニンイジョウ				1526		2910.0%		3410.0%		3630.0%		40.0%				340.0%		2560.0%		40.0%		10.0%				3.2		25.9		0.3		36.3		34.1		0.1

								1000～1999人 ニン		688		3000.0%		3980.0%		3010.0%		10.0%				220.0%		2780.0%		10.0%		-				2.2		27.8		0.1		30.1		39.8

								2000～4999人 ニン		536		2910.0%		2870.0%		4180.0%		40.0%				470.0%		2440.0%		40.0%		-				4.7		24.4		0.4		41.8		28.7

								5000人以上 ニンイジョウ		302		2650.0%		2520.0%		4670.0%		170.0%				400.0%		2250.0%		100.0%		70.0%				4		22.5		1		46.7		25.2		0.7

				業種別 ギョウシュベツ		製造業				2165		510.0%		8060.0%		1420.0%		10.0%				240.0%		1910.0%		90.0%		0.0%				1		4.1		0.1		14.2		80.6		0

						流通業				989		1350.0%		7100.0%		1240.0%		300.0%				90.0%		1710.0%		70.0%		10.0%				0		13.5		3		12.4		71		0

						金融業 キンユウギョウ				288		1120.0%		8390.0%		460.0%		30.0%				-		1600.0%		140.0%		-						11.2		0.3		4.6		83.9

						サービス・情報業 ギョウ				1206		680.0%		7410.0%		1680.0%		230.0%				180.0%		2130.0%		60.0%		-				0.1		6.7		2.3		16.8		74.1





		■新卒・中途　「増える」－「減る」ポイントの関係 シンソツチュウトフヘカンケイ

																																				2012年度 ネンド

								2014年卒 ネンソツ		2013年度 ネンド								2013年卒 ネンソツ		2012年度 ネンド								2012年卒 ネンソツ		2011年度 ネンド

						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト						N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン				N数 スウ		新卒 シンソツ		中途 チュウト		象限 ショウゲン																																						業種名（オリジナル） ギョウシュメイ

				農林・水産・鉱業		21		4.8		9.5						16		6.2		-6.3		4				14		0.0		-7.1																																								農林・水産・鉱業

		製造業 セイゾウギョウ		総合工事業		246		7.7		4.0						206		3.9		5.8		1				201		4.9		-3.0		4																																						総合工事業

				設備工事業		107		3.7		5.6						89		1.1		-1.1		4				79		-2.6		-6.4		3																																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）

				食品		237		0.9		-0.8						220		-0.9		1.0		2				218		-2.3		-0.9		3																																						食品

				繊維		72		-1.4		-5.5						59		3.4		1.7		1				72		-2.8		5.5		2																																						繊維

				化学・紙・石油		197		-1.0		0.0						211		-8.0		-2.9		3				213		0.0		-3.7																																								化学・紙・石油

				医薬・化粧品		68		2.9		-7.4						65		3.1		0.0						68		2.9		0.0																																								医薬・化粧品

				ゴム・ガラス・セラミックス		60		-3.3		-5.0						60		3.3		5.0		1				56		-1.8		7.1		2																																						ゴム・ガラス・セラミックス

				鉄鋼・非鉄金属・金属		167		-8.4		-1.8						177		-4.5		-3.9		3				175		-1.7		-5.1		3																																						鉄鋼・非鉄金属・金属

				機械・プラント・エンジニアリング		207		-4.9		-7.7						217		2.3		-6.0		4				217		4.6		-3.2		4																																						機械・プラント・エンジニアリング

				総合電機		15		-6.7		0.0						12		0.0		8.3						13		7.7		23.1		1																																						総合電機

				重電・産業用電気機器		36		-5.5		-2.7						40		12.5		7.5		1				37		0.0		5.4																																								重電・産業用電気機器

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		50		4.0		10.0						55		5.4		5.5		1				57		0.0		3.5																																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連

				家電・ＡＶ機器		17		-5.9		0.0						21		14.2		9.5		1				18		16.6		0.0																																								家電・ＡＶ機器

				ゲーム・アミューズメント機器		5		0.0		0.0						5		0.0		-20.0						6		33.3		0.0																																								ゲーム・アミューズメント機器

				半導体・電子・電気部品		99		4.1		-2.1						111		-3.6		1.8		2				106		7.6		-0.9		4																																						半導体・電子・電気部品

				その他の電気機械器具製造業		74		-4.1		-1.4						68		4.4		-7.4		4				75		-4.0		0.0																																								その他の電気機械器具製造業

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		-5.8		-6.4						173		2.9		4.0		3				172		3.4		-0.6		4				2013年度 ネンド																																		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造

				精密機械器具製造業		88		9.1		-2.3						97		4.1		-1.0		4				99		10.1		-3.0		4																																						精密機械器具製造業

				印刷関連		53		7.5		7.5						53		5.6		-5.6		4				48		0.0		-4.2																																								印刷関連

				その他の製造業		218		-3.7		1.4						210		5.7		1.4		1				200		-3.5		-3.0		3																																						その他の製造業

		流通業 リュウツウギョウ		商社		499		2.6		1.2						525		6.6		2.7		1				528		1.5		0.4		1																																						商社

				百貨店		24		8.3		0.0						26		3.9		7.7		1				30		0.0		0.0																																								百貨店

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		15.4		5.7						138		15.2		5.0		1				133		6.7		3.0		1																																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合

				専門店（複合）		24		25.0		8.3						25		12.0		8.0		1				29		13.8		6.9		1																																						専門店（複合）

				専門店（洋装品・呉服）		44		4.6		2.3						53		11.4		0.0						60		6.7		0.0																																								専門店（洋装品・呉服）

				専門店（自動車関連）		124		8.0		4.9						127		15.0		3.2		1				123		1.6		-1.6		4																																						専門店（自動車関連）

				専門店（電気製品）		12		0.0		-8.3						12		-8.3		16.7		2				11		-9.1		18.2		2																																						専門店（電気製品）

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		79		8.8		3.8						83		9.7		10.9		1				65		3.1		0.0																																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）

		金融業 キンユウギョウ		銀行		71		4.2		0.0						69		0.0		-1.5						71		1.4		0.0																																								銀行

				信託銀行		2		50.0		0.0						3		0.0		0.0						3		0.0		0.0																																								信託銀行

				労働金庫・信用金庫・信用組合		183		3.3		0.6						111		-2.7		0.0						66		-6.1		0.0																																								労働金庫・信用金庫・信用組合

				証券		47		8.5		8.5						32		3.2		0.0						32		-3.1		-3.2		3																																						証券

				生命保険・損害保険		33		6.0		0.0						31		-6.4		9.7		2				24		0.0		0.0																																								生命保険・損害保険

				クレジット		27		11.1		3.7						13		30.8		0.0						13		7.7		0.0																																								クレジット

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		35		8.6		2.9						29		10.3		0.0						20		5.0		0.0																																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）

		サービス業 ギョウ		通信		19		0.0		-10.5						21		-4.8		-4.8		3				23		-4.4		-4.3		3																																						通信

				放送業		42		-4.8		-7.1						17		-11.8		5.9		2				14		0.0		0.0																																								放送業

				情報サービス・調査業		263		14.8		11.1						253		13.0		8.3		1				240		5.8		0.4		1																																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）

				インターネット付随サービス業		6		16.7		0.0						5		40.0		40.0		1				9		11.1		-11.1		4																																						インターネット付随サービス業

				映像・音声・文字情報制作業		48		0.0		0.0						48		4.1		-2.1		4				51		-9.8		-1.9		3																																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）

				不動産		90		7.8		5.6						68		-1.5		7.3		2				67		0.0		3.0																																								不動産

				鉄道・道路旅客運送業		81		3.7		6.1						68		5.9		8.8		1				73		-5.5		-4.1		3																																						鉄道・道路旅客運送業

				道路貨物運送業		92		4.4		10.8						73		2.7		9.6		1				63		7.9		-4.7		4																																						道路貨物運送業

				倉庫業		19		10.5		5.2						22		0.0		4.5						26		-3.8		-3.8		3																																						倉庫業

				旅行業および運輸に付帯するサービス業		25		-8.0		8.0						14		7.1		7.1		1				15		0.0		-20.0																																								旅行業および運輸に付帯するサービス業

				海運・航空・その他の運輸業		50		-6.0		4.0						46		2.2		2.1		1				48		-6.3		0.0																																								海運・航空・その他の運輸業

				電力・ガス・水道・エネルギー		42		4.7		4.8						29		0.0		-6.9						29		-3.4		0.0																																								電力・ガス・水道・エネルギー

				飲食店		68		27.9		20.6						77		16.9		13.0		1				68		16.2		7.3		1																																						飲食店

				旅館・ホテル・レジャー		105		1.0		4.8						79		0.0		5.1						70		-8.6		-1.4		3																																						旅館・ホテル・レジャー

				医療・福祉		131		6.9		9.2						42		0.0		0.0						33		9.1		18.2		1																																						医療・福祉

				教育・学習支援		79		3.8		-6.4						49		2.0		4.1		1				48		8.3		-6.2		4																																						教育・学習支援

				物品賃貸業		42		7.1		9.5						20		5.0		0.0						19		-5.2		-10.5		3																																						物品賃貸業

				広告代理店		21		4.8		9.5						21		14.3		9.5		1				19		10.5		5.3		1																																						広告代理店

				専門サービス業		71		8.5		14.1						64		6.2		14.1		1				53		5.7		1.9		1																																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）

				その他の事業サービス業		123		5.6		1.6						89		2.2		3.4		1				82		3.6		-1.3		4																																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）

				自動車整備業、機械等修理業など		95		-1.1		0.0						101		-3.0		5.9		2				68		2.9		-1.4		4																																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）

				その他		31		3.2		16.2						25		8.0		8.0		1				25		16.0		-8.0		4																																						その他

																		2012		2012								2011		2011

																		新卒 シンソツ		中途 チュウト								新卒 シンソツ		中途 チュウト

				総合工事業												206		3.9		5.8								4.9		-3

				設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）												89		1.1		-1.1								-2.6		-6.4

				食品												220		-0.9		1								-2.3		-0.9

				繊維												59		3.4		1.7								-2.8		5.5

				化学・紙・石油												211		-8		-2.9								0		-3.7

				医薬・化粧品												65		3.1		0								2.9		0

				ゴム・ガラス・セラミックス												60		3.3		5								-1.8		7.1

				鉄鋼・非鉄金属・金属												177		-4.5		-3.9								-1.7		-5.1

				機械・プラント・エンジニアリング												217		2.3		-6								4.6		-3.2

				重電・産業用電気機器												40		12.5		7.5								0		5.4

				コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連												55		5.4		5.5								0		3.5

				家電・ＡＶ機器												21		14.2		9.5								16.6		0

				半導体・電子・電気部品												111		-3.6		1.8								7.6		-0.9

				その他の電気機械器具製造業												68		4.4		-7.4								-4		0

				自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造												173		2.9		4								3.4		-0.6

				精密機械器具製造業												97		4.1		-1								10.1		-3

				印刷関連												53		5.6		-5.6								0		-4.2

				商社												525		6.6		2.7								1.5		0.4

				百貨店												26		3.9		7.7								0		0

				スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合												138		15.2		5								6.7		3

				専門店（複合）												25		12		8								13.8		6.9

				専門店（洋装品・呉服）												53		11.4		0								6.7		0

				専門店（自動車関連）												127		15		3.2								1.6		-1.6

				専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）												83		9.7		10.9								3.1		0

				銀行												69		0		-1.5								1.4		0

				労働金庫・信用金庫・信用組合												111		-2.7		0								-6.1		0

				証券												32		3.2		0								-3.1		-3.2

				生命保険・損害保険												31		-6.4		9.7								0		0

				その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）												29		10.3		0								5		0

				通信												21		-4.8		-4.8								-4.4		-4.3

				放送業												17		-11.8		5.9								0		0

				情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）												253		13		8.3								5.8		0.4

				映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）												48		4.1		-2.1								-9.8		-1.9

				不動産												68		-1.5		7.3								0		3

				鉄道・道路旅客運送業												68		5.9		8.8								-5.5		-4.1

				道路貨物運送業												73		2.7		9.6								7.9		-4.7

				倉庫業												22		0		4.5								-3.8		-3.8

				海運・航空・その他の運輸業												46		2.2		2.1								-6.3		0

				電力・ガス・水道・エネルギー												29		0		-6.9								-3.4		0

				飲食店												77		16.9		13								16.2		7.3

				旅館・ホテル・レジャー												79		0		5.1								-8.6		-1.4

				医療・福祉												42		0		0								9.1		18.2

				教育・学習支援												49		2		4.1								8.3		-6.2

				広告代理店												21		14.3		9.5								10.5		5.3

				専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）												64		6.2		14.1								5.7		1.9

				その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）												89		2.2		3.4								3.6		-1.3

				その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）												101		-3		5.9								2.9		-1.4
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