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2018年度の中途採用は大企業を中心に一層増加の見通し

2017年度上半期中途採用実績において、人員を「確保できなかった」企業

が「確保できた」企業を上回る

【2018年度の中途採用見通し（正規社員）】

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）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では、民間企業における2017年度上半期の中途採用実績、2018年度の中途

採用の見通しに関する調査を行い、4,669社（回収率66.8%）より回答が得られましたので、ご報告いたします。

【2017年度上半期の中途採用実績（正規社員）】

2017年度上半期の中途採用において、人員を確保できた企業は47.3%、確保できなかった企業は51.5%となってお

り、中途採用確保D.I.（「確保できた」－「確保できなかった」）は－4.2%ポイントとなっており、「確保できなかった」が

「確保できた」を上回った。（詳細は5、6ページ）

年齢層別の採用実施割合は、10代・20代（57.2％）、30代（66.0％）、40代（43.5％）の採用を多くの企業が行ってい

る一方で、50代（19.9％）、60代・70代以上（5.2％）について採用している企業は限定的である。（詳細は7ページ）

 人員を確保できず未充足であった企業への影響は、「事業に深刻な影響が出ている」が5.9%、「事業に影響は出

ているが、対処できている」が32.9%であり、事業に影響が出ていると回答した企業は、合わせて38.8％となってい

る。（詳細は8ページ）

人員を確保できず未充足であった企業の取った対応は、「60歳以上の自社の社員の積極的な活用」（65.8％）が

最も高く、「社員の労働時間の増加」（38.2％）が最も低い。（詳細は9、10ページ）

2018年度の中途採用の見通しについては、「増える」（18.6%）が「減る」（4.0%）を大きく上回っている。従業員規

模別に見ると、従業員規模5000人以上において「増える」が25.5%と高い水準になっている（詳細は3ページ） 業

種別（小分類）に見ると、「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（+36.4%ポイント）、不動

産業(+21.9%ポイント、情報通信（+19.9%ポイント）などである。 （詳細は4ページ）
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【調査概要】

Ｉ ＮＤＥＸ

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

【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年度上半期の中途採用状況・2018年度の中途採用見通し

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%）

ただし、2017年度上半期の中途採用については、採用を実施した企業3,260社に限定して集計

回収方法：電話・FAXにて回収

≪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
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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

4669 18.6% 35.6% 4.0% 34.5% 7.1% 0.2% +14.6

3425 18.1% 35.4% 4.3% 34.5% 7.7% 0.0% +13.8

5～99人 1024 15.4% 34.1% 2.4% 39.9% 8.1% 0.0% +13.0

100～299人 1101 17.5% 37.3% 5.1% 33.1% 7.0% 0.0% +12.4

300～999人 1300 20.6% 34.8% 5.0% 31.5% 7.9% 0.1% +15.6

1244 20.1% 36.2% 3.4% 34.3% 5.5% 0.6% +16.7

1000～1999人 544 21.1% 35.5% 3.1% 33.8% 6.1% 0.4% +18.0

2000～4999人 433 15.5% 41.3% 3.2% 34.4% 5.1% 0.5% +12.3

5000人以上 267 25.5% 29.2% 4.1% 35.2% 4.9% 1.1% +21.4

（％ポイント）

全　　体

１000人未満

1000人以上

増える

14.7% 
変わらない 36.0% 

減る

4.3% 
わからない 36.4% 

無回答

0.2% 

以前も今後も採用しない 8.5% 

2018年度の中途採用見通し（正規社員）

中途採用実態調査

＜参考＞ 2017年度の中途採用見通し

■2018年度の中途採用見通し

■従業員規模別 2018年度の中途採用見通し

2018年度の中途採用の見通しについては、「増える」（18.6%）が「減る」（4.0%）を大きく上回っている。「増えるー減る」の

ポイントは＋14.6％ポイントと2017年度の＋10.4％ポイントから上昇している。

従業員規模別に見ると、従業員1000人未満企業、従業員1000人以上企業ともに、「増える」が「減る」を上回っている。

従業員規模を細かく見てみると、どの従業員規模においても「増える」が「減る」を上回っている。特に、従業員5000人

以上企業（「増える」－「減る」の差が＋21.4％ポイント）では、他の従業員規模と比べて、「増える」が「減る」を大きく上

回っている。また、「わからない」と回答している企業は、全従業員規模で30％以上存在しており、今後の業況や事業環

境の状況を踏まえて中途採用を行っていく企業が多い。

増える

18.6% 
変わらない 35.6% 

減る

4.0% 
わからない 34.5% 

無回答

0.2% 

以前も今後も採用しない 7.1% 

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

3502 14.0% 35.6% 4.1% 36.9% 9.3% 0.1% +9.9

1266 16.4% 36.9% 5.1% 35.0% 6.3% 0.4% +11.3

1000人未満

1000人以上

（％ポイント）
＜参考＞従業員規模別 2017年度の中途採用見通し
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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 364 15.4% 42.0% 3.6% 31.9% 7.1% - +11.8

　製造業 1637 14.2% 34.6% 4.8% 39.5% 6.7% 0.2% +9.4

　流通業 884 15.0% 35.6% 4.0% 36.2% 9.0% 0.1% +11.0

　金融業 327 5.2% 30.0% 2.8% 41.9% 20.2% - +2.4

　サービス・情報業 1530 16.8% 37.5% 4.6% 32.9% 7.9% 0.2% +12.2

（％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 371 21.3% 43.1% 1.9% 27.8% 5.9% - +19.4

製造業 1592 17.7% 34.3% 5.8% 37.5% 4.6% 0.1% +11.9

食品 209 13.9% 33.0% 3.3% 42.6% 7.2% - +10.6

化学・紙・石油 164 17.1% 31.1% 6.1% 42.1% 3.0% 0.6% +11.0

医薬・化粧品 44 11.4% 20.5% 11.4% 52.3% 4.5% - +0.0

鉄鋼・非鉄金属・金属 164 18.9% 39.6% 5.5% 33.5% 2.4% - +13.4

機械・プラント・エンジニアリング 171 19.9% 36.8% 5.8% 33.3% 4.1% - +14.1

※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連 30 16.7% 30.0% - 36.7% 16.7% - +16.7

半導体・電子・電気部品 73 26.0% 35.6% 6.8% 31.5% - - +19.2

自動車・鉄道 156 21.8% 31.4% 7.1% 34.6% 4.5% 0.6% +14.7

精密機械器具 82 19.5% 46.3% 3.7% 24.4% 6.1% - +15.8

流通業 858 18.5% 33.6% 3.4% 35.9% 8.6% - +15.1

　卸売業 451 16.2% 31.0% 2.4% 43.2% 7.1% - +13.8

　小売業 407 21.1% 36.4% 4.4% 27.8% 10.3% - +16.7

金融業 308 6.5% 28.9% 2.3% 44.2% 18.2% - +4.2

銀行 57 3.5% 31.6% - 57.9% 7.0% - +3.5

※証券 38 15.8% 50.0% - 28.9% 5.3% - +15.8

労働金庫・信用金庫・信用組合 150 3.3% 23.3% 2.0% 41.3% 30.0% - +1.3

サービス・情報業 1518 21.5% 37.6% 3.5% 30.3% 6.7% 0.4% +18.0

　情報通信業 332 22.6% 35.8% 2.7% 31.9% 6.3% 0.6% +19.9

　運輸業 271 21.8% 38.4% 2.6% 30.3% 7.0% - +19.2

　不動産業 87 23.0% 39.1% 1.1% 23.0% 12.6% 1.1% +21.9

飲食サービス業 77 40.3% 41.6% 3.9% 14.3% - - +36.4

教育・学習支援 71 12.7% 43.7% 1.4% 29.6% 12.7% - +11.3

医療・福祉 208 18.3% 43.8% 7.2% 28.4% 2.4% - +11.1

※電気・ガス・熱供給・水道業 39 7.7% 41.0% 2.6% 30.8% 17.9% - +5.1

（％ポイント）

2018年度の中途採用見通し（正規社員）

中途採用実態調査

業種別を大分類で見ると、全ての業種において「増える」の方が「減る」を上回っている。ただし、金融業において、「増え

るー減る」のポイント差が+4.2%ポイントと、ほかの業種よりも低い。

小分類別に見てみると、「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（+36.4%ポイント）、不動産業

(+21.9%ポイント)、情報通信（+19.9%ポイント）などであり、人手不足が顕著な業種を中心に「増える」が「減る」を上回ってい

る。

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、参考データとして参照

＜参考＞業種別 2017年度の中途採用見通し

■業種別 2018年度の中途採用見通し
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中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用における人員の確保（正規社員）

2017年度上半期の中途採用において、人員を確保できた企業は47.3%、確保できなかった企業は51.5%となっており、

中途採用確保D.I.（「確保できた」－「確保できなかった」）は－4.2%ポイントとなっている。

中途採用確保D.I.について、従業員規模別に見ると、1000～1999人企業において、－16.0％と他の規模に比べてD.I.が

低い水準にある。業種別に見ると、建設業（－31.6%）やサービス・情報業（－14.2%）において、D.I.が低い水準にある一方

で、金融業（＋31.3％）では高い水準にある。小分類では、飲食サービス業（－29.2％）、運輸業（－27.7％）、半導体・電

子・電気部品（－19.0％）などにおいて、D.I.が低い水準にあり、人員の確保が難しい企業の割合が高くなっている。

■従業員規模別 2017年度上半期 中途採用における人員の確保

■業種別 2017年度上半期 中途採用における人員の確保

注）2017年度上半期（2017年4月～9月）において、中途採用を実施した企業を集計対象とした

注）業種内訳は、特徴的な業種の一部を抜粋

社数 確保できた
確保できな

かった
無回答

中途採用確保D.I.
「確保できた」－「確保できなかった」

（％ポイント）

3260 47.3% 51.5% 1.1% -4.2

2249 48.8% 50.6% 0.5% -1.8

5～99人 584 51.0% 48.8% 0.2% +2.2

100～299人 763 47.6% 52.0% 0.3% -4.4

300～999人 902 48.4% 50.6% 1.0% -2.2

1011 44.0% 53.5% 2.4% -9.5

1000～1999人 423 41.4% 57.4% 1.2% -16.0

2000～4999人 363 46.6% 51.0% 2.2% -4.4

5000人以上 225 44.9% 50.2% 4.9% -5.3

全　　体

１000人未満

1000人以上

社数 確保できた
確保できな

かった
無回答

中途採用確保D.I.
「確保できた」－「確保できなかった」

（％ポイント）

全　　体 3260 47.3% 51.5% 1.1% -4.2

建設業 256 34.0% 65.6% 0.4% -31.6

製造業 1229 51.0% 47.7% 1.2% +3.3

食品 148 53.4% 45.9% 0.7% +7.5

化学・紙・石油 128 61.7% 36.7% 0.8% +25.0

鉄鋼・非鉄金属・金属 132 42.4% 56.8% 0.8% -14.4

機械・プラント・エンジニアリング 134 48.5% 51.5% - -3.0

半導体・電子・電気部品 63 39.7% 58.7% 1.6% -19.0

自動車・鉄道 131 42.7% 55.7% 1.5% -13.0

精密機械器具 66 45.5% 51.5% 3.0% -6.0

流通業 566 51.2% 48.6% 0.2% +2.6

　卸売業 295 57.6% 42.0% 0.3% +15.6

　小売業 271 44.3% 55.7% - -11.4

金融業 131 64.1% 32.8% 2.3% +31.3

サービス・情報業 1065 42.2% 56.4% 1.4% -14.2

　情報通信業 233 41.6% 55.8% 2.6% -14.2

　運輸業 195 35.4% 63.1% 1.5% -27.7

　不動産業 55 56.4% 40.0% 3.6% +16.4

飲食サービス業 65 35.4% 64.6% - -29.2

医療・福祉 167 44.3% 55.7% - -11.4
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63.4%

55.9%
51.9% 52.9%

47.3%

35.9%

41.8%
46.7% 46.5%

51.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2013年
上半期

2014年
上半期

2015年
上半期

2016年
上半期

2017年
上半期

確保できた 確保できなかった

中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用における人員確保 経年比較

中途採用における人員確保を経年比較をすると、2017年度上半期の「確保できなかった」は51.5%と、前年2016年度上

半期の46.5%よりも上昇している。一方で、2017年上半期の「確保できた」は47.3％と、前年2016年上半期の52.9％より低

下している。これにより、調査開始以来比較可能な5年間の中で初めて「確保できなかった」が「確保できた」を上回り、中

途採用確保D.I.（確保できた－確保できなかった）は、－4.2％ポイントとなっている。

■中途採用における人員の確保 経年比較

注）中途採用を実施した企業を集計対象とした

注）なお、グラフでは季節要因が考えられるため上半期のみ掲載している

■中途採用における人員の確保 経年比較

社数 確保できた
確保できな

かった
無回答

中途採用確保D.I.

「確保できた」－「確保でき

なかった」（％ポイント）

2013年上半期 2769 63.4% 35.9% 0.7% +27.5

2013年下半期 2752 66.1% 33.6% 0.3% +32.5

2014年上半期 2751 55.9% 41.8% 2.3% +14.1

2014年下半期 2631 63.1% 36.4% 0.5% +26.7

2015年上半期 2978 51.9% 46.7% 1.4% +5.2

2015年下半期 2631 58.7% 40.3% 1.0% +18.4

2016年上半期 2978 52.9% 46.5% 0.6% +6.4

2016年下半期 3128 54.9% 44.5% 0.7% +10.4

2017年上半期 3260 47.3% 51.5% 1.1% -4.2

+27.5

+14.1

+5.2 +6.4

-4.2

-10.0

-5.0

+0.0

+5.0

+10.0

+15.0

+20.0

+25.0

+30.0

2013年
上半期

2014年
上半期

2015年
上半期

2016年
上半期

2017年
上半期

■中途採用確保D.I.（確保できた－確保できなかった）推移


中途経年

				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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中途_業種別

		

		中途 チュウト

																						中途 チュウト

				■2018年度中途採用見通し ドチュウトサイヨウミトオ

						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

						4669		1860.0%		3560.0%		400.0%		3450.0%		710.0%		20.0%		14.6

								32.0%		61.2%		6.9%		25.1%

				■2016年度中途採用見通し ドチュウトサイヨウミトオ

																		（％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		1470.0%		3600.0%		430.0%		3640.0%		850.0%		20.0%		10.4





中途_業種別

		0		0





中途_地域別

		



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！！

表、グラフの大きさは変えない！！
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中途経年比較

		

		中途 チュウト

		●中途　全体 チュウトゼンタイ

										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

						2010年度 ネンド		4000		170.0%		3680.0%		630.0%		5490.0%				30.0%

						2009年度 ネンド		3118		400.9%		3245.7%		1244.4%		5083.4%				25.7%

		●中途　規模別 チュウトキボベツ

						■2018年度 ネンド

																				（％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				4768		1470.0%		3600.0%		430.0%		3640.0%		850.0%		20.0%		+10.4

				１000人未満 ニンミマン				3425		1810.0%		3540.0%		430.0%		3450.0%		770.0%		0.0%		+13.8

						5～99人 ニン		1024		1540.0%		3410.0%		240.0%		3990.0%		810.0%		0.0%		+13.0

						100～299人 ニン		1101		1750.0%		3730.0%		510.0%		3310.0%		700.0%		0.0%		+12.4

						300～999人 ニン		1300		2060.0%		3480.0%		500.0%		3150.0%		790.0%		10.0%		+15.6

				1000人以上 ニンイジョウ				1244		2010.0%		3620.0%		340.0%		3430.0%		550.0%		60.0%		+16.7

						1000～1999人 ニン		544		2110.0%		3550.0%		310.0%		3380.0%		610.0%		40.0%		+18.0

						2000～4999人 ニン		433		1550.0%		4130.0%		320.0%		3440.0%		510.0%		50.0%		+12.3

						5000人以上 ニンイジョウ		267		2550.0%		2920.0%		410.0%		3520.0%		490.0%		110.0%		+21.4

						■2017年度 ネンド

																				（％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

				1000人未満 ニンミマン				3502		1400.0%		3560.0%		410.0%		3690.0%		930.0%		10.0%		+9.9

				1000人以上				1266		1640.0%		3690.0%		510.0%		3500.0%		630.0%		40.0%		+11.3

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1024		15.4		34.1		2.4		39.9		8.1		0		13

						１００～２９９人		1101		17.5		37.3		5.1		33.1		7		0		12.4

						３００～９９９人		1300		20.6		34.8		5		31.5		7.9		0.1		15.6

						１０００～１９９９人		544		21.1		35.5		3.1		33.8		6.1		0.4		18

						２０００～４９９９人		433		15.5		41.3		3.2		34.4		5.1		0.5		12.3

						５０００人以上		267		25.5		29.2		4.1		35.2		4.9		1.1		21.4

						１０００人未満　計		3425		18.1		35.4		4.3		34.5		7.7		0		13.8

						１０００人以上　計		1244		20.1		36.2		3.4		34.3		5.5		0.6		16.7





中途経年比較

		0		0
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Sheet2 (2)

		

		中途 チュウト

				●中途　業種別 チュウトギョウシュベツ

						■2018年度 ネンド

																				（％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		2100.0%		4360.0%		200.0%		2750.0%		590.0%		-		+19.0

						製造業 セイゾウギョウ		1592		1770.0%		3430.0%		580.0%		3750.0%		460.0%		10.0%		+11.9

						食品		209		1390.0%		3300.0%		330.0%		4260.0%		720.0%		-		+10.6

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		164		1710.0%		3110.0%		610.0%		4210.0%		300.0%		60.0%		+11.0

						医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		44		1140.0%		2050.0%		1140.0%		5230.0%		450.0%		-		+0.0

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		164		1890.0%		3960.0%		550.0%		3350.0%		240.0%		-		+13.4

						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		171		1990.0%		3680.0%		580.0%		3330.0%		410.0%		-		+14.1

						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		30		1670.0%		3000.0%		-		3670.0%		1670.0%		-		+16.7

						半導体・電子・電気部品		73		2600.0%		3560.0%		680.0%		3150.0%		-		-		+19.2

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		156		2180.0%		3140.0%		710.0%		3460.0%		450.0%		60.0%		+14.7

						精密機械器具		82		1950.0%		4630.0%		370.0%		2440.0%		610.0%		-		+15.8

						流通業 リュウツウギョウ		858		1850.0%		3360.0%		340.0%		3590.0%		860.0%		-		+15.1

						　卸売業		451		1620.0%		3100.0%		240.0%		4320.0%		710.0%		-		+13.8

						　小売業		407		2110.0%		3640.0%		440.0%		2780.0%		1030.0%		-		+16.7

						金融業 キンユウギョウ		308		650.0%		2890.0%		230.0%		4420.0%		1820.0%		-		+4.2

						銀行 ギンコウ		57		350.0%		3160.0%		-		5790.0%		700.0%		-		+3.5

						※証券 ショウケン		38		1580.0%		5000.0%		-		2890.0%		530.0%		-		+15.8

						労働金庫・信用金庫・信用組合		150		330.0%		2330.0%		200.0%		4130.0%		3000.0%		-		+1.3

						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1518		2150.0%		3760.0%		350.0%		3030.0%		670.0%		40.0%		+18.0

						　情報通信業		332		2260.0%		3580.0%		270.0%		3190.0%		630.0%		60.0%		+19.9

						　運輸業		271		2180.0%		3840.0%		260.0%		3030.0%		700.0%		-		+19.2

						　不動産業		87		2300.0%		3910.0%		110.0%		2300.0%		1260.0%		110.0%		+21.9

						飲食サービス業 インショクギョウ		77		4030.0%		4160.0%		390.0%		1430.0%		-		-		+36.4

						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1270.0%		4370.0%		140.0%		2960.0%		1270.0%		-		+11.3

						医療・福祉		208		1830.0%		4380.0%		720.0%		2840.0%		240.0%		-		+11.1

						※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		770.0%		4100.0%		260.0%		3080.0%		1790.0%		-		+5.1

						■2017年度 ネンド

																				（％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		342		1520.0%		4300.0%		350.0%		3100.0%		730.0%		-		+11.7

						　製造業		1637		1420.0%		3460.0%		480.0%		3950.0%		670.0%		20.0%		+9.4

						　流通業		884		1500.0%		3560.0%		400.0%		3620.0%		900.0%		10.0%		+11.0

						　金融業 キンユウギョウ		327		520.0%		3000.0%		280.0%		4190.0%		2020.0%		-		+2.4

						　サービス・情報業 ギョウ		1530		1680.0%		3750.0%		460.0%		3290.0%		790.0%		20.0%		+12.2

						製造業　計算 セイゾウギョウケイサン

						製造業（機械以外）		1055		53		344		60		493		105		-

						機械器具製造業		799		60		259		62		350		67		1

								1854		113		603		122		843		172		1

										6.1		32.5		6.6		45.5		9.3		0.1



表、グラフの大きさは変えない！！
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表、グラフの大きさは変えない！！



地域

		

		中途 チュウト

				●中途　業種別 チュウトギョウシュベツ

						■2016年度 ネンド

																				（％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		1470.0%		3600.0%		430.0%		3640.0%		850.0%		20.0%		+10.4

						北海道 ホッカイドウ		204		930.0%		3580.0%		440.0%		3970.0%		1080.0%		-		+4.9

						東北 トウホク		224		1340.0%		3040.0%		490.0%		3840.0%		1290.0%		-		+8.5

						関東 カントウ		2038		1500.0%		3710.0%		440.0%		3580.0%		740.0%		30.0%		+10.6

						中部 チュウブ		856		1570.0%		3550.0%		470.0%		3560.0%		840.0%		10.0%		+11.0

						近畿 キンキ		741		1420.0%		3320.0%		530.0%		3860.0%		860.0%		10.0%		+8.9

						中国・四国 チュウゴクシコク		420		1400.0%		4070.0%		290.0%		3450.0%		790.0%		-		+11.1

						九州 キュウシュウ		285		1610.0%		3370.0%		250.0%		3540.0%		1230.0%		-		+13.6

						■2015年度 ネンド

																				（％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		4618		1300.0%		3130.0%		400.0%		4270.0%		880.0%		20.0%		+9.0

						北海道 ホッカイドウ		187		1340.0%		3320.0%		320.0%		4060.0%		960.0%		-		+10.2

						東北 トウホク		212		1040.0%		3540.0%		710.0%		3580.0%		1130.0%		-		+3.3

						関東 カントウ		2075		1490.0%		3130.0%		370.0%		4180.0%		800.0%		30.0%		+11.2

						中部 チュウブ		791		1140.0%		3150.0%		390.0%		4320.0%		1000.0%		-		+7.5

						近畿 キンキ		692		1330.0%		2920.0%		430.0%		4550.0%		770.0%		-		+9.0

						中国・四国 チュウゴクシコク		385		780.0%		3120.0%		440.0%		4650.0%		960.0%		50.0%		+3.4

						九州 キュウシュウ		276		1090.0%		3190.0%		360.0%		4240.0%		1120.0%		-		+7.3

						2012年度計算 ネンドケイサン

						北関東		127		8		48		6		52		13		-

						首都圏		2122		169		712		94		914		232		1

						北陸・甲信越		253		16		76		11		116		34		-

						中部・東海		519		39		161		21		234		63		1

						京阪神		713		50		220		39		330		74		-

						近畿		40		5		15		2		14		4		-

						中国		184		11		75		10		78		10		-

						四国		163		12		52		4		72		23		-

						⇒関東 カントウ		2249		7.9		33.8		4.4		43.0		10.9		0.0

						⇒中部 チュウブ		772		7.1		30.7		4.1		45.3		12.6		0.1

						⇒近畿 キンキ		753		7.3		31.2		5.4		45.7		10.4		0.0

						⇒中国四国 チュウゴクシコク		347		6.6		36.6		4.0		43.2		9.5		0.0



表、グラフの大きさは変えない！！



中途採用　目的

		●採用実施の有無 サイヨウジッシウム

						実施した		実施しなかった		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		4931		56.2		43.8		0

		2013年下半期 ネンシモハンキ		4598		59.9		39.9		0.3

		2014年上半期 ネンカミハンキ		4618		59.6		40.3		0.1

		2014年下半期 ネンシモハンキ		4127		63.8		36.1		0.2

		2015年上半期 ネンカミハンキ		4794		62.1		37.6		0.3

		●人手不足 ヒトデフソク

						確保できた		確保できなかった		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		63.4		35.9		0.7

		2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		66.1		33.6		0.3

		2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		55.9		41.8		2.3

		2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		63.1		36.4		0.5

		2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		51.9		46.7		1.4

		●採用目的 サイヨウモクテキ

				自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充のため		その他		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		41.7		24.3		62.0		10.5		0.1

		2013年下半期 ネンシモハンキ		42.0		24.1		65.0		10.6		0.1

		2014年上半期 ネンカミハンキ		42.6		24.6		65.0		9.4		0.1

		2014年下半期 ネンシモハンキ		43.0		24.7		66.0		8.2		0.1

		2015年上半期 ネンカミハンキ		39.6		25.1		70.4		7.4		0.2

		●採用しやすさ サイヨウ

				集めやすかった		変わらない		集めにくかった		わからない		その他		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		6.3		44.6		28.8		19.1		1.1		0.1

		2013年下半期 ネンシモハンキ		6.4		40.3		36.5		16.3		0.3		0.2

		2014年上半期 ネンカミハンキ		4.8		36.3		39.1		19.2		0.4		0.2

		2014年下半期 ネンシモハンキ		4.4		36.8		41.7		16.4		0.6		0.1

		2015年上半期 ネンカミハンキ		3.9		38.9		38.8		17.3		0.8		0.3

		●行ったこと オコナ

				未経験者も採用対象とした		給与などの処遇条件を高めた		経験・スキルの基準を下げた		対象年齢の幅を広げた		どれもしていない		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		41.8		11.3		15.2		25.9		32.2		1.2

		2013年下半期 ネンシモハンキ		39.1		10.2		16.4		25.1		35.6		1.0

		2014年上半期 ネンカミハンキ		44.0		13.4		20.1		28.6		28.7		0.7

		2014年下半期 ネンシモハンキ		44.2		13.8		18.9		27.7		30.2		0.7

		2015年上半期 ネンカミハンキ		41.3		13.9		22.0		27.7		35.2		0.4





勤務地元データ

		

						社数 シャスウ		集めやす
かった		変わらない		集めにく
かった		わからない		その他・
無回答 タムカイトウ

				2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		630.0%		4460.0%		2880.0%		1910.0%		120.0%

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		640.0%		4030.0%		3650.0%		1630.0%		60.0%

				2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		480.0%		3630.0%		3910.0%		1920.0%		60.0%

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		440.0%		3680.0%		4170.0%		1640.0%		70.0%

				2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		390.0%		3890.0%		3880.0%		1730.0%		110.0%

				2013年
上半期 ネンカミハンキ

				2013年
下半期 ネンシモハンキ

				2014年
上半期 ネンカミハンキ

				2014年
下半期 ネンシモハンキ

				2015年
上半期 ネンカミハンキ

						社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ		中途採用確保D.I.
「確保できた」－「確保できなかった」（％ポイント） チュウトサイヨウカクホカクホカクホ

				2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		6340.0%		3590.0%		70.0%		+27.5

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		6610.0%		3360.0%		30.0%		+32.5

				2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		5590.0%		4180.0%		230.0%		+14.1

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		6310.0%		3640.0%		50.0%		+26.7

				2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		5190.0%		4670.0%		140.0%		+5.2

				2015年下半期 ネンシモハンキ		2631		5870.0%		4030.0%		100.0%		+18.4

				2016年上半期 ネンカミハンキ		2978		5290.0%		4650.0%		60.0%		+6.4

				2016年下半期 ネンシモハンキ		3128		5490.0%		4450.0%		70.0%		+10.4

				2017年上半期 ネンカミハンキ		3260		4730.0%		5150.0%		110.0%		-4.2

				2013年
上半期 ネンカミハンキ		2769		6340.0%		3590.0%

				2014年
上半期 ネンカミハンキ		2751		5590.0%		4180.0%

				2015年
上半期 ネンカミハンキ		2978		5190.0%		4670.0%

				2016年
上半期 ネンカミハンキ		2978		5290.0%		4650.0%

				2017年
上半期 ネンカミハンキ		3260		4730.0%		5150.0%

				2015年下半期 ネンシモハンキ		2631		5870.0%		4030.0%





勤務地元データ

		



集めやす
かった

変わらない

集めにく
かった



勤務地限定

		



確保できた

確保できなかった



確保

		Ｑ４　２０１７年度の採用方針

		*** ノンウェイト ***

								サンプル数				対象N タイショウ		中途比率挙げる チュウトヒリツア

						全　体		4768		405		4363		485				11.1%

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		22		1		21		3				14.3%

						総合工事業		216		10		206		25				12.1%

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		126		15		111		16				14.4%

						食品		206		21		185		19				10.3%

						繊維		66		7		59		8				13.6%

						化学・紙・石油		174		11		163		14				8.6%

						医薬・化粧品		51		1		50		4				8.0%

						ゴム・ガラス・セラミックス		45		2		43		5				11.6%

						鉄鋼・非鉄金属・金属		162		7		155		17				11.0%

						機械・プラント・エンジニアリング		187		9		178		17				9.6%

						総合電機		14		0		14		0				0.0%

						重電・産業用電気機器		20		0		20		1				5.0%

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		36		7		29		1				3.4%

						家電・ＡＶ機器		13		2		11		0				0.0%

						ゲーム・アミューズメント機器		3		0		3		0				0.0%

						半導体・電子・電気部品		78		4		74		8				10.8%

						その他の電気機械器具製造業		81		6		75		9				12.0%

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		156		5		151		11				7.3%

						精密機械器具製造業		89		6		83		8				9.6%

						印刷関連		45		3		42		5				11.9%

						その他の製造業		211		18		193		20				10.4%

						商社		456		29		427		37				8.7%

						百貨店		24		7		17		0				0.0%

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		123		8		115		25				21.7%

						専門店（複合）		31		5		26		2				7.7%

						専門店（洋装品・呉服）		40		8		32		4				12.5%

						専門店（自動車関連）		122		13		109		12				11.0%

						専門店（電気製品）		11		4		7		1				14.3%

						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）		77		6		71		17				23.9%

						銀行		58		3		55		3				5.5%

						信託銀行		2		0		2		0				0.0%

						労働金庫・信用金庫・信用組合		162		51		111		4				3.6%

						証券		39		3		36		2				5.6%

						生命保険・損害保険		26		4		22		1				4.5%

						クレジット		18		2		16		1				6.3%

						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）		22		3		19		0				0.0%

						通信		18		1		17		0				0.0%

						放送業		28		3		25		1				4.0%

						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）		259		17		242		33				13.6%

						インターネット付随サービス業		5		0		5		3				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）		35		6		29		1				3.4%

						不動産		86		6		80		14				17.5%

						鉄道・道路旅客運送業		69		4		65		6				9.2%

						道路貨物運送業		101		9		92		16				17.4%

						倉庫業		20		2		18		1				5.6%

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		22		5		17		1				5.9%

						海運・航空・その他の運輸業		53		3		50		3				6.0%

						電力・ガス・水道・エネルギー		36		5		31		1				3.2%

						飲食店		77		2		75		20				26.7%

						旅館・ホテル・レジャー		95		9		86		12				14.0%

						医療・福祉		189		7		182		32				17.6%

						教育・学習支援		69		5		64		3				4.7%

						物品賃貸業		34		3		31		0				0.0%

						広告代理店		23		0		23		2				8.7%

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		72		8		64		5				7.8%

						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）		139		11		128		19				14.8%

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		100		15		85		11				12.9%

						その他		26		3		23		1				4.3%

						無回答		-		-		0		-				0.0%

		業種別（中分類）				建設業		342		25		317		41				12.9%

						製造業（機械以外）		960		70		890		92				10.3%

						機械器具製造業		677		39		638		55				8.6%

						電気・ガス・熱供給・水道業		36		5		31		1				3.2%

						情報通信業		345		27		318		38				11.9%

						運輸業		265		23		242		27				11.2%

						卸売業		456		29		427		37				8.7%

						小売業		428		51		377		61				16.2%

						金融・保険業		327		66		261		11				4.2%

						不動産業		86		6		80		14				17.5%

						飲食店・宿泊業		172		11		161		32				19.9%

						医療・福祉		189		7		182		32				17.6%

						教育・学習支援業		69		5		64		3				4.7%

						サービス業（他に分類されないもの）		368		37		331		37				11.2%

						その他		48		4		44		4				9.1%

		業種別（大分類：4区分）				製造業		2001		135		1866		191				10.2%

						流通業		884		80		804		98				12.2%

						金融業		327		66		261		11				4.2%

						サービス・情報業		1530		121		1409		184				13.1%

						無回答		-		-		0		-				0.0%

		業種別（大分類：5区分）				建設業		364		26		338		44				13.0%

						製造業		1637		109		1528		147				9.6%

						流通業		884		80		804		98				12.2%

						金融業		327		66		261		11				4.2%

						サービス・情報業		1530		121		1409		184				13.1%

						無回答		-		-		0		-				0.0%

		地域別				北海道		204		22		182		23				12.6%

						東北		224		29		195		22				11.3%

						北関東		176		12		164		20				12.2%

						首都圏		1862		138		1724		174				10.1%

						北陸・甲信越		303		27		276		29				10.5%

						中部・東海		553		45		508		50				9.8%

						京阪神		693		59		634		68				10.7%

						近畿		48		5		43		5				11.6%

						中国		233		23		210		32				15.2%

						四国		187		10		177		24				13.6%

						九州		285		35		250		38				15.2%

						無回答		-		-		0		-				0.0%

		地域別②				北海道・東北		428		51		377		45				11.9%

						関東		2038		150		1888		194				10.3%				2038		10.3%

						中部		856		72		784		79				10.1%				856		10.1%

						近畿		741		64		677		73				10.8%				741		10.8%

						中国・四国		420		33		387		56				14.5%				420		14.5%

						九州		285		35		250		38				15.2%				285		15.2%

		従業員規模別				５～２９人		361		51		310		35				11.3%

						３０～４９人		242		21		221		31				14.0%

						５０～９９人		464		41		423		55				13.0%

						１００～２９９人		1082		88		994		128				12.9%

						３００～９９９人		1353		124		1229		130				10.6%

						１０００～１９９９人		546		42		504		45				8.9%

						２０００～４９９９人		448		30		418		27				6.5%

						５０００人以上		272		8		264		34				12.9%

						１０００人未満　計		3502		325		3177		379				11.9%

						１０００人以上　計		1266		80		1186		106				8.9%

						無回答		-		-		0		-				0.0%

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		1067		113		954		121				12.7%

						１００～２９９人		1082		88		994		128				12.9%

						３００～９９９人		1353		124		1229		130				10.6%

						１０００～１９９９人		546		42		504		45				8.9%

						２０００～４９９９人		448		30		418		27				6.5%

						５０００人以上		272		8		264		34				12.9%

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		2149		201		1948		249				12.8%

						３００～９９９人		1353		124		1229		130				10.6%

						１０００～４９９９人		994		72		922		72				7.8%

						５０００人以上		272		8		264		34				12.9%





集めやすさ

		

						全体 ゼンタイ		980.0%		1110.0%

						1000人
未満 ニンミマン		1060.0%		1190.0%

						1000人
以上 ニンイジョウ		770.0%		890.0%

						建設業 ケンセツギョウ		1240.0%		1300.0%						0.1301775148

						製造業 セイゾウギョウ		750.0%		960.0%						0.0962041885

						流通業 リュウツウギョウ		1180.0%		1220.0%						0.1218905473

						金融業 キンユウギョウ		490.0%		420.0%						0.0421455939

						サービス・
情報業 ジョウホウギョウ		1170.0%		1310.0%						0.1305890703

								社数 シャスウ		中途採用比率を
前年より高める
企業割合 チュウトサイヨウヒリツゼンネンタカキギョウワリアイ

		全　　体 ゼンカラダ						4363		1110.0%

		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				3177		1190.0%

						5～99人 ニン		954		12.7%

						100～299人 ニン		994		12.9%

						300～999人 ニン		1229		10.6%

				1000人以上 ニンイジョウ				1186		890.0%

						1000～1999人 ニン		504		8.9%

						2000～4999人 ニン		418		6.5%

						5000人以上 ニンイジョウ		264		12.9%

		業種別 ギョウシュベツ		建設業 ケンセツギョウ				317		1290.0%

				製造業 セイゾウギョウ				1528		960.0%

						食品		185		1030.0%

						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		163		860.0%

						医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		50		800.0%

						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		155		1100.0%

						機械・プラント・
エンジニアリング キカイ		178		980.0%

						※コンピュータ・通信
機器・ＯＡ機器関連		29		340.0%

						半導体・電子・
電気部品		74		1080.0%

						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		151		730.0%

						精密機械器具		83		958.9%

																		社数 シャスウ		中途採用比率を
前年より高める
企業割合 チュウトサイヨウヒリツゼンネンタカキギョウワリアイ

												業種別 ギョウシュベツ		流通業 リュウツウギョウ				804		1220.0%

																　卸売業		427		870.0%

																　小売業		377		1620.0%

														金融業 キンユウギョウ				261		420.0%

																銀行 ギンコウ		55		550.0%

																※証券 ショウケン		36		560.0%

																労働金庫・信用金庫・信用組合		111		360.0%

														サービス・情報業 ジョウホウギョウ				1409		1310.0%

																　情報通信業		318		1190.0%

																　運輸業		242		1120.0%

																　不動産業		80		1750.0%

																飲食サービス業 インショクギョウ		75		2670.0%

																教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		64		468.8%

																医療・福祉		182		1760.0%

																※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		31		320.0%

																										社数 シャスウ		中途採用比率を
前年より高める
企業割合 チュウトサイヨウヒリツゼンネンタカキギョウワリアイ

																								全体 ゼンタイ		4363		1110.0%

																								北海道 ホッカイドウ		204		1063.4%

																								東北 トウホク		224		1305.8%

																								関東 カントウ		2038		10.3%

																								中部 チュウブ		856		10.1%

																								近畿 キンキ		741		10.8%

																								中国・四国 チュウゴクシコク		420		14.5%

																								九州 キュウシュウ		285		15.2%





集めやすさ

		



2016年度

2017年度



Sheet4

		

								社数 シャスウ		自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充
のため		その他		無回答 ムカイトウ								社数 シャスウ		1社当たり
採用人数 シャアサイヨウニンズウ		うち
勤務地限定職の採用人数 キンムチゲンテイショクサイヨウニンズウ		勤務地限定職の割合 キンムチゲンテイショクワリアイ

						全体 ゼンタイ		3151		3930.0%		2220.0%		7120.0%		710.0%		50.0%						全　　体 ゼンカラダ		3151		9.4		1.6		1677.3%

						北海道 ホッカイドウ		121		3390.0%		990.0%		7360.0%		1160.0%		-						北海道 ホッカイドウ		121		6.1		0.9		1514.7%

						東北 トウホク		135		2590.0%		1630.0%		6960.0%		1330.0%		-						東北 トウホク		135		5.7		2.4		4255.7%

						関東 カントウ		1426		4320.0%		2590.0%		7030.0%		580.0%		80.0%						関東 カントウ		1426		11.7		1.6		1368.7%

						中部 チュウブ		527		4060.0%		1990.0%		7190.0%		680.0%		-						中部 チュウブ		527		8.8		1.5		1662.9%

						近畿 キンキ		506		4150.0%		2510.0%		7210.0%		690.0%		40.0%						近畿 キンキ		506		8.5		1.4		1664.7%

						中国・四国 チュウゴクシコク		257		2570.0%		1520.0%		7000.0%		820.0%		160.0%						中国・四国 チュウゴクシコク		257		6.0		1.5		2441.5%

						九州 キュウシュウ		179		3070.0%		1340.0%		7430.0%		950.0%		-						九州 キュウシュウ		179		5.7		2.2		3936.7%

								社数 シャスウ		未経験者も採用対象とした		給与などの処遇条件を高めた		経験・スキルの基準を下げた		対象年齢の幅を広げた		どれもしていない		無回答 ムカイトウ						社数 シャスウ		既存社員の残業・休日出勤		アルバイト・パート（契約社員を含む）の採用増		派遣社員の調達		新卒社員の採用増		いずれの対応もしていない、する予定がない		無回答 ムカイトウ

						全体 ゼンタイ		2978		4130.0%		1390.0%		2200.0%		2770.0%		3520.0%		40.0%				全体 ゼンタイ		1464		3220.0%		2420.0%		2950.0%		2070.0%		3180.0%		10.0%

						北海道 ホッカイドウ		97		5360.0%		2270.0%		1550.0%		2370.0%		2580.0%		-				北海道 ホッカイドウ		60		3670.0%		2000.0%		1830.0%		2000.0%		3500.0%		-

						東北 トウホク		111		5770.0%		2160.0%		1890.0%		2700.0%		2340.0%		-				東北 トウホク		60		3670.0%		3830.0%		3500.0%		2170.0%		2500.0%		-

						関東 カントウ		1427		3810.0%		1240.0%		2210.0%		2870.0%		3790.0%		60.0%				関東 カントウ		645		2930.0%		2110.0%		3040.0%		2120.0%		3400.0%		-

						中部 チュウブ		473		3870.0%		1230.0%		2220.0%		2580.0%		3810.0%		40.0%				中部 チュウブ		254		3820.0%		2440.0%		3310.0%		1890.0%		2680.0%		-

						近畿 キンキ		476		3990.0%		1410.0%		2540.0%		2790.0%		3360.0%		20.0%				近畿 キンキ		215		3160.0%		2140.0%		2700.0%		2230.0%		3630.0%		-

						中国・四国 チュウゴクシコク		236		5510.0%		1610.0%		1990.0%		3090.0%		2970.0%		-				中国・四国 チュウゴクシコク		133		3680.0%		3080.0%		2480.0%		1880.0%		2630.0%		80.0%

						九州 キュウシュウ		158		4370.0%		1840.0%		2030.0%		2280.0%		2970.0%		-				九州 キュウシュウ		97		2580.0%		3510.0%		2990.0%		2060.0%		3090.0%		-

																										社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ

																								全体 ゼンタイ		3151		5290.0%		4650.0%		60.0%

																								北海道 ホッカイドウ		121		5040.0%		4960.0%		-

																								東北 トウホク		135		5560.0%		4440.0%		-

																								関東 カントウ		1426		5360.0%		4520.0%		120.0%

																								中部 チュウブ		527		5160.0%		4820.0%		20.0%

																								近畿 キンキ		506		5730.0%		4250.0%		20.0%

																								中国・四国 チュウゴクシコク		257		4820.0%		5180.0%		-

																								九州 キュウシュウ		179		4530.0%		5420.0%		60.0%





		

								社数 シャスウ		自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充
のため		その他		無回答 ムカイトウ

				全　　体 ゼンカラダ				3151		3930.0%		2220.0%		7120.0%		710.0%		50.0%

				１000人未満 ニンミマン				2162		3850.0%		1570.0%		7380.0%		640.0%		20.0%

						5～99人 ニン		582		3490.0%		1000.0%		7250.0%		550.0%		20.0%

						100～299人 ニン		703		3490.0%		1190.0%		7920.0%		630.0%		10.0%

						300～999人 ニン		877		4380.0%		2250.0%		7040.0%		710.0%		30.0%

				1000人以上 ニンイジョウ				989		4100.0%		3640.0%		6540.0%		860.0%		120.0%

						1000～1999人 ニン		388		4300.0%		2840.0%		6930.0%		820.0%		80.0%

						2000～4999人 ニン		373		3970.0%		3700.0%		6600.0%		910.0%		110.0%

						5000人以上 ニンイジョウ		228		3950.0%		4910.0%		5790.0%		830.0%		220.0%

																								社数 シャスウ		自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充
のため		その他		無回答 ムカイトウ

																						全　　体 ゼンカラダ		3151		3930.0%		2220.0%		7120.0%		710.0%		50.0%

																						建設業 ケンセツギョウ		238		5630.0%		1130.0%		5630.0%		920.0%		40.0%

																						製造業 セイゾウギョウ		1143		4320.0%		2200.0%		7340.0%		540.0%		10.0%

																						食品		135		3560.0%		1930.0%		8150.0%		440.0%		-

																						化学・紙・石油 カガクカミセキユ		116		3970.0%		2590.0%		6720.0%		780.0%		-

																						医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		51		200.0%		1960.0%		980.0%		5880.0%		780.0%

																						鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		112		3660.0%		1700.0%		7500.0%		890.0%		-

																						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		148		4590.0%		1820.0%		6960.0%		340.0%		-

																						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		44		2050.0%		1820.0%		450.0%		3860.0%		1820.0%

																						半導体・電子・電気部品		59		6610.0%		3050.0%		5080.0%		680.0%		-

																						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		123		4880.0%		2030.0%		7480.0%		570.0%		-

																						精密機械器具		63		5560.0%		3020.0%		7300.0%		320.0%		-

																						流通業 リュウツウギョウ		571		3270.0%		2640.0%		7200.0%		770.0%		50.0%

																						　卸売業		296		3920.0%		2260.0%		7600.0%		640.0%		70.0%

																						　小売業		275		2580.0%		3050.0%		6760.0%		910.0%		40.0%

																						金融業 キンユウギョウ		150		2730.0%		1470.0%		5270.0%		2800.0%		330.0%

																						銀行 ギンコウ		63		1110.0%		2540.0%		320.0%		4760.0%		1110.0%

																						※証券 ショウケン		37		1350.0%		4050.0%		0.0%		4590.0%		0.0%

																						労働金庫・信用金庫・信用組合		164		120.0%		2260.0%		0.0%		4880.0%		2740.0%

																						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1022		3660.0%		2380.0%		7440.0%		480.0%		70.0%

																						　情報通信業		232		5560.0%		2760.0%		6120.0%		560.0%		40.0%

																						　運輸業		172		2850.0%		1980.0%		7970.0%		520.0%		120.0%

																						　不動産業		57		4740.0%		2810.0%		5960.0%		530.0%		-

																						飲食サービス業 インショクギョウ		65		3230.0%		5850.0%		6920.0%		310.0%		-

																						教育・学習支援 キョウイクガクシュウシエン		71		1410.0%		2960.0%		280.0%		4370.0%		990.0%

																						医療・福祉		159		1640.0%		1070.0%		9180.0%		440.0%		-

																						※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		43		470.0%		1860.0%		230.0%		6050.0%		1400.0%





		Ｑ２ＳＱ２　中途採用　採用決定人数＜総数＝2016年上半期の中途採用実施企業＞

		*** ノンウェイト ***

								サンプル数		総　数		２０１６年度上半期採用人数　計（平均）		＊うち勤務地限定職（平均）

						全　体		3151		3151		9.42		1.58		16.7728237792

										3151						0

		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		11		11		1.91		0.55		28.7958115183

						総合工事業		156		156		6.72		1.46		21.7261904762

						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		82		82		5.06		0.63		12.4505928854

						食品		135		135		7.09		1.78		25.1057827927

						繊維		38		38		5.21		1.47		28.2149712092

						化学・紙・石油		116		116		7.25		0.95		13.1034482759

						医薬・化粧品		40		40		13.43		1.95		14.5197319434

						ゴム・ガラス・セラミックス		34		34		5		0.65		13

						鉄鋼・非鉄金属・金属		112		112		7.59		1.81		23.8471673254

						機械・プラント・エンジニアリング		148		148		6.66		0.47		7.0570570571

						総合電機		14		14		21.25		0		0

						重電・産業用電気機器		15		15		7.33		0.53		7.2305593452

						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		23		23		20.17		0.35		1.7352503718

						家電・ＡＶ機器		10		10		4.6		0		0

						ゲーム・アミューズメント機器		3		3		8.33		0		0

						半導体・電子・電気部品		59		59		6.7		0.85		12.6865671642

						その他の電気機械器具製造業		51		51		4.99		0.1		2.004008016

						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		123		123		11.88		0.34		2.861952862

						精密機械器具製造業		63		63		6.01		0.51		8.4858569052

						印刷関連		29		29		5.86		0.69		11.7747440273

						その他の製造業		130		130		4.58		0.69		15.0655021834

						商社		296		296		5.85		1.12		19.1452991453

						百貨店		5		5		9.4		0		0

						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		88		88		11.91		2.27		19.0596137699

						専門店（複合）		21		21		24.81		4.57		18.4199919387

						専門店（洋装品・呉服）		25		25		17.2		9.6		55.8139534884

						専門店（自動車関連）		79		79		7.39		0.81		10.9607577808

						専門店（電気製品）		4		4		22		10.5		47.7272727273

						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）		53		53		8.3		2.74		33.0120481928

						銀行		38		38		7.53		1.61		21.3811420983

						信託銀行		2		2		1.5		0		0

						労働金庫・信用金庫・信用組合		39		39		1.72		0.05		2.9069767442

						証券		28		28		7.18		2		27.8551532033

						生命保険・損害保険		17		17		32.88		10.47		31.8430656934

						クレジット		11		11		9.36		0.91		9.7222222222

						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）		15		15		5.4		0.13		2.4074074074

						通信		11		11		9.82		0		0

						放送業		12		12		3.83		2		52.2193211488

						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）		187		187		10.93		0.43		3.934126258

						インターネット付随サービス業		5		5		21.2		0		0

						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		17		17		5.88		0		0

						不動産		57		57		8.51		0.56		6.580493537

						鉄道・道路旅客運送業		51		51		10.31		1.2		11.639185257

						道路貨物運送業		73		73		17.45		5.49		31.4613180516

						倉庫業		10		10		12.6		2.8		22.2222222222

						旅行業および運輸に付帯するサービス業		12		12		6.5		0.08		1.2307692308

						海運・航空・その他の運輸業		26		26		7.04		3.08		43.75

						電力・ガス・水道・エネルギー		13		13		2.46		0.62		25.2032520325

						飲食店		65		65		22.23		4.68		21.0526315789

						旅館・ホテル・レジャー		54		54		11.24		1.3		11.5658362989

						医療・福祉		159		159		17.63		2.97		16.8462847419

						教育・学習支援		33		33		8.55		0.79		9.2397660819

						物品賃貸業		23		23		7.61		3.43		45.0722733246

						広告代理店		16		16		6.31		0.19		3.0110935024

						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		52		52		9.52		1.21		12.7100840336

						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）		100		100		15.68		4.73		30.1658163265

						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		46		46		13.07		0.57		4.3611323642

						その他		16		16		5.34		0.72		13.4831460674

						無回答		-		-		-		-		0

		業種別（中分類）				建設業		238		238		6.15		1.17		19.0243902439

						製造業（機械以外）		634		634		6.81		1.29		18.9427312775

						機械器具製造業		509		509		8.68		0.42		4.8387096774

						電気・ガス・熱供給・水道業		13		13		2.46		0.62		25.2032520325

						情報通信業		232		232		10.36		0.45		4.3436293436

						運輸業		172		172		12.72		3.32		26.1006289308

						卸売業		296		296		5.85		1.12		19.1452991453

						小売業		275		275		11.49		2.86		24.8912097476

						金融・保険業		150		150		8.67		2.06		23.7600922722

						不動産業		57		57		8.51		0.56		6.580493537

						飲食店・宿泊業		119		119		17.24		3.14		18.2134570766

						医療・福祉		159		159		17.63		2.97		16.8462847419

						教育・学習支援業		33		33		8.55		0.79		9.2397660819

						サービス業（他に分類されないもの）		237		237		12.41		2.72		21.9178082192

						その他		27		27		3.94		0.65		16.4974619289

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1392		1392		7.34		0.95		12.9427792916

						流通業		571		571		8.56		1.96		22.8971962617

						金融業		150		150		8.67		2.06		23.7600922722

						サービス・情報業		1022		1022		12.9		2.18		16.8992248062

						無回答		-		-		-		-		0

		業種別（大分類：5区分）				建設業		249		249		5.96		1.15		19.2953020134

						製造業		1143		1143		7.64		0.9		11.780104712

						流通業		571		571		8.56		1.96		22.8971962617

						金融業		150		150		8.67		2.06		23.7600922722

						サービス・情報業		1022		1022		12.9		2.18		16.8992248062

						無回答		-		-		-		-		0

		地域別				北海道		121		121		6.14		0.93		15.1465798046

						東北		135		135		5.71		2.43		42.5569176883

						北関東		113		113		4.54		0.44		9.6916299559

						首都圏		1313		1313		12.3		1.7		13.8211382114

						北陸・甲信越		175		175		7.87		1.34		17.0266836086

						中部・東海		352		352		9.24		1.53		16.5584415584

						京阪神		470		470		8.9		1.46		16.404494382

						近畿		36		36		3.75		0.89		23.7333333333

						中国		136		136		8.22		1.97		23.9659367397

						四国		121		121		3.46		0.88		25.4335260116

						九州		179		179		5.69		2.24		39.3673110721

						無回答		-		-		-		-		0

		地域別②				北海道・東北		256		256		5.91		1.72		29.10321489

						関東		1426		1426		11.69		1.6		13.6869118905

						中部		527		527		8.78		1.46		16.6287015945

						近畿		506		506		8.53		1.42		16.6471277843

						中国・四国		257		257		5.98		1.46		24.4147157191

						九州		179		179		5.69		2.24		39.3673110721

		従業員規模別				５～２９人		152		152		1.15		0.24		20.8695652174

						３０～４９人		148		148		1.85		0.45		24.3243243243

						５０～９９人		282		282		3		0.47		15.6666666667

						１００～２９９人		703		703		4.19		0.75		17.8997613365

						３００～９９９人		877		877		6.77		1.28		18.9069423929

						１０００～１９９９人		388		388		11.7		1.79		15.2991452991

						２０００～４９９９人		373		373		20.21		3.08		15.2399802078

						５０００人以上		228		228		32.59		5.51		16.9070266953

						１０００人未満　計		2162		2162		4.71		0.87		18.4713375796

						１０００人以上　計		989		989		19.72		3.13		15.8722109533

						無回答		-		-		-		-		0

		従業員規模別（小分類）				５～９９人		582		582		2.23		0.41		18.3856502242

						１００～２９９人		703		703		4.19		0.75		17.8997613365

						３００～９９９人		877		877		6.77		1.28		18.9069423929

						１０００～１９９９人		388		388		11.7		1.79		15.2991452991

						２０００～４９９９人		373		373		20.21		3.08		15.2399802078

						５０００人以上		228		228		32.59		5.51		16.9070266953

		従業員規模別（中分類）				５～２９９人		1285		1285		3.3		0.6		18.1818181818

						３００～９９９人		877		877		6.77		1.28		18.9069423929

						１０００～４９９９人		761		761		15.87		2.42		15.2488972905

						５０００人以上		228		228		32.59		5.51		16.9070266953

		業態変更				変更があった		79		79		19.85		0.71		3.5768261965

						　企業名変更		16		16		4.41		0.44		9.977324263

						　持株会社化		5		5		11		1.6		14.5454545455

						　合併		15		15		5.2		0.27		5.1923076923

						　分社化		11		11		61.14		2.82		4.6123650638

						　その他		27		27		12.59		0.22		1.7474185862

						　採用方法変更		5		5		70.4		0		0

						　詳細無回答		-		-		-		-		0

						変更はなかった		3061		3061		9.13		1.61		17.6341730559

						無回答		11		11		14		1.82		13

		株式上場				上場している		1036		1036		12.74		1.74		13.6577708006

						上場していない		2109		2109		7.79		1.51		19.3838254172

						無回答		6		6		10.33		1.83		17.715392062





		

								社数 シャスウ		1社当たり
採用人数 シャアサイヨウニンズウ		うち
勤務地限定職の採用人数 キンムチゲンテイショクサイヨウニンズウ		勤務地限定職の割合 キンムチゲンテイショクワリアイ

				全　　体 ゼンカラダ				3151		9.4		1.6		1677.3%

				１000人未満 ニンミマン				2162		4.7		0.9		1847.1%

						5～99人 ニン		582		2.2		0.4		1838.6%

						100～299人 ニン		703		4.2		0.8		1790.0%

						300～999人 ニン		877		6.8		1.3		1890.7%

				1000人以上 ニンイジョウ				989		19.7		3.1		1587.2%

						1000～1999人 ニン		388		11.7		1.8		1529.9%

						2000～4999人 ニン		373		20.2		3.1		1524.0%

						5000人以上 ニンイジョウ		228		32.6		5.5		1690.7%

																		社数 シャスウ		1社当たり
採用人数 シャアサイヨウニンズウ		うち
勤務地限定職の採用人数 キンムチゲンテイショクサイヨウニンズウ		勤務地限定職の割合 キンムチゲンテイショクワリアイ

																全　　体 ゼンカラダ		3151		9.4		1.6		1677.3%

																建設業 ケンセツギョウ		238		6.2		1.2		1902.4%

																製造業 セイゾウギョウ		1143		7.6		0.9		1178.0%

																食品		135		7.1		1.8		2510.6%

																化学・紙・石油 カガクカミセキユ		116		7.3		1.0		1310.3%

																医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		51		2.0		19.6		980.0%

																鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		112		7.6		1.8		2384.7%

																機械・プラント・エンジニアリング キカイ		148		6.7		0.5		705.7%

																※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		44		20.5		18.2		450.0%

																半導体・電子・電気部品		59		6.7		0.9		1268.7%

																自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		123		11.9		0.3		286.2%

																精密機械器具		63		6.0		0.5		848.6%

																流通業 リュウツウギョウ		571		8.6		2.0		2289.7%

																　卸売業		296		5.9		1.1		1914.5%

																　小売業		275		11.5		2.9		2489.1%

																金融業 キンユウギョウ		150		8.7		2.1		2376.0%

																銀行 ギンコウ		63		11.1		25.4		320.0%

																※証券 ショウケン		37		13.5		40.5		0.0%

																労働金庫・信用金庫・信用組合		164		1.2		22.6		0.0%

																サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1022		12.9		2.2		1689.9%

																　情報通信業		232		10.4		0.5		434.4%

																　運輸業		172		12.7		3.3		2610.1%

																　不動産業		57		8.5		0.6		658.0%

																飲食サービス業 インショクギョウ		65		22.2		4.7		2105.3%

																医療・福祉		159		17.6		3.0		1684.6%





		

								社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答

				全　　体 ゼンカラダ				3151		5290.0%		4650.0%		60.0%

				１000人未満 ニンミマン				2162		5310.0%		4650.0%		30.0%

						5～99人 ニン		582		5340.0%		4640.0%		20.0%

						100～299人 ニン		703		5320.0%		4650.0%		30.0%

						300～999人 ニン		877		5290.0%		4660.0%		50.0%

				1000人以上 ニンイジョウ				989		5240.0%		4630.0%		130.0%

						1000～1999人 ニン		388		5150.0%		4740.0%		100.0%

						2000～4999人 ニン		373		5200.0%		4750.0%		50.0%

						5000人以上 ニンイジョウ		228		5440.0%		4250.0%		310.0%

																		社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ

																全　　体 ゼンカラダ		3151		5290.0%		4650.0%		60.0%

																建設業 ケンセツギョウ		238		4080.0%		5760.0%		170.0%

																製造業 セイゾウギョウ		1143		5590.0%		4370.0%		40.0%

																食品		135		5930.0%		4070.0%		-

																化学・紙・石油 カガクカミセキユ		116		6640.0%		3360.0%		-

																医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		51		200.0%		1960.0%		780.0%

																鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		112		6610.0%		3300.0%		90.0%

																機械・プラント・エンジニアリング キカイ		148		5000.0%		5000.0%		-

																※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		44		2050.0%		1820.0%		1820.0%

																半導体・電子・電気部品		59		4070.0%		5760.0%		170.0%

																自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		123		5040.0%		4960.0%		-

																精密機械器具		63		5400.0%		4440.0%		160.0%

																流通業 リュウツウギョウ		571		5660.0%		4290.0%		50.0%

																　卸売業		296		6320.0%		3610.0%		70.0%

																　小売業		275		4950.0%		5020.0%		40.0%

																金融業 キンユウギョウ		150		6800.0%		3070.0%		130.0%

																銀行 ギンコウ		63		1110.0%		2540.0%		1110.0%

																※証券 ショウケン		37		1350.0%		4050.0%		0.0%

																労働金庫・信用金庫・信用組合		164		120.0%		2260.0%		2740.0%

																サービス・情報業 ジョウホウギョウ		1022		4790.0%		5150.0%		60.0%

																　情報通信業		232		4740.0%		5260.0%		-

																　運輸業		172		4590.0%		5350.0%		60.0%

																　不動産業		57		5260.0%		4740.0%		-

																飲食サービス業 インショクギョウ		65		4620.0%		5380.0%		-

																医療・福祉		159		4210.0%		5790.0%		-





		

								社数 シャスウ		既存社員の残業・休日出勤		アルバイト・パート（契約社員を含む）の採用増		派遣社員の調達		新卒社員の採用増		いずれの対応もしていない、する予定がない		無回答 ムカイトウ		無回答

				全　　体 ゼンカラダ				1464		3220.0%		2420.0%		2950.0%		2070.0%		3180.0%		10.0%

				１000人未満 ニンミマン				1006		3400.0%		2400.0%		2970.0%		2000.0%		2980.0%		-

						5～99人 ニン		270		3670.0%		2110.0%		1630.0%		1110.0%		3740.0%		-

						100～299人 ニン		327		3520.0%		2780.0%		2910.0%		2320.0%		2570.0%		-

						300～999人 ニン		409		3130.0%		2270.0%		3910.0%		2320.0%		2810.0%		-

				1000人以上 ニンイジョウ				458		2840.0%		2470.0%		2900.0%		2230.0%		3620.0%		20.0%

						1000～1999人 ニン		184		3040.0%		1900.0%		3370.0%		2170.0%		3150.0%		50.0%

						2000～4999人 ニン		177		2940.0%		2370.0%		2490.0%		2430.0%		4010.0%		-

						5000人以上 ニンイジョウ		97		2270.0%		3710.0%		2780.0%		1960.0%		3810.0%		-

																								社数 シャスウ		既存社員の残業・休日出勤		アルバイト・パート（契約社員を含む）の採用増		派遣社員の調達		新卒社員の採用増		いずれの対応もしていない、する予定がない		無回答 ムカイトウ

																						全　　体 ゼンカラダ		1464		3220.0%		2420.0%		2950.0%		2070.0%		3180.0%		10.0%

																						建設業 ケンセツギョウ		137		2850.0%		1610.0%		2480.0%		2260.0%		3280.0%		-

																						製造業 セイゾウギョウ		499		3910.0%		1440.0%		3410.0%		1900.0%		3310.0%		20.0%

																						食品		55		4000.0%		4180.0%		3820.0%		2550.0%		2000.0%		-

																						※化学・紙・石油 カガクカミセキユ		39		2560.0%		770.0%		2310.0%		1540.0%		5130.0%		260.0%

																						医薬・化粧品 イヤクケショウヒン		51		200.0%						1960.0%		780.0%		780.0%

																						※鉄鋼・非鉄金属・金属 テッコウヒテツキンゾクキンゾク		37		2700.0%		810.0%		3240.0%		1890.0%		3510.0%		-

																						機械・プラント・エンジニアリング キカイ		74		4320.0%		680.0%		3240.0%		1350.0%		3920.0%		-

																						※コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		44		2050.0%						1820.0%		1820.0%		1820.0%

																						※半導体・電子・電気部品		34		4120.0%		1180.0%		2350.0%		2350.0%		2940.0%		-

																						自動車・鉄道 ジドウシャテツドウ		61		4920.0%		1150.0%		4100.0%		1150.0%		2950.0%		-

																						※精密機械器具		28		5710.0%		1070.0%		3930.0%		1070.0%		1790.0%		-

																						流通業 リュウツウギョウ		245		2080.0%		3510.0%		2780.0%		2940.0%		2860.0%		-

																						　卸売業		107		2340.0%		1780.0%		2990.0%		2710.0%		3640.0%		-

																						　小売業		138		1880.0%		4860.0%		2610.0%		3120.0%		2250.0%		-

																						金融業 キンユウギョウ		46		1300.0%		1960.0%		870.0%		2170.0%		5220.0%		-

																						銀行 ギンコウ		63		1110.0%						2540.0%		1110.0%		1110.0%

																						※証券 ショウケン		37		1350.0%						4050.0%		0.0%		0.0%

																						労働金庫・信用金庫・信用組合		164		120.0%						2260.0%		2740.0%		2740.0%

																						サービス・情報業 ジョウホウギョウ		526		3350.0%		3100.0%		2930.0%		1750.0%		3020.0%		-

																						　情報通信業		122		2700.0%		1310.0%		3110.0%		1480.0%		4510.0%		-

																						　運輸業		92		4130.0%		2390.0%		2280.0%		980.0%		3480.0%		-

																						※不動産業		27		1480.0%		1850.0%		3330.0%		2590.0%		3330.0%		-

																						※飲食サービス業 インショクギョウ		35		4860.0%		7430.0%		2290.0%		2570.0%		1140.0%		-

																						医療・福祉		92		3480.0%		4240.0%		4020.0%		1200.0%		1630.0%		-





		

				確保できた カクホ		確保できない カクホ		未回答 ミカイトウ		Ｎ数 スウ

		業績変動 ギョウセキヘンドウ		4780.0%		5068.0%		153.0%		1,180

		新事業・新規出店 シンジギョウシンキシュッテン		4733.0%		5107.0%		160.0%		748

		欠員補充 ケツインホジュウ		5000.0%		4729.0%		72.0%		2,098

				確保できた カクホ		確保できない カクホ		未回答 ミカイトウ		Ｎ数 スウ

		未経験者を採用対象 ミケイケンシャサイヨウタイショウ		4947.0%		4972.0%		81.0%		1,231

		給与などの処遇を高める キュウヨショグウタカ		3952.0%		6000.0%		50.0%		415

		経験・スキルの基準を下げる ケイケンキジュンサ		3674.0%		6280.0%		50.0%		656

		対象年齢の幅を広げる タイショウネンレイハバヒロ		4104.0%		5860.0%		40.0%		826

		どれもしていない		6244.0%		3565.0%		191.0%		1,049
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中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用における採用年齢層
2017年度上半期に正規社員の中途採用を行った企業に対して、採用した人員の年齢層を調査した。10代・20代

（57.2％）、30代（66.0％）、40代（43.5％）といった年齢層の採用は多くの企業が行っている。一方で、50代（19.9％）、60代・

70代以上（5.2％）については低い水準にとどまっている。従業員規模別では、 60代・70代以上を採用している企業の割合

は、5～99人の企業（6.7％）において比較的高く 、50代については5000人以上の企業（26.2％）において高い。業種別に

は、建設業（8.6%）、サービス・情報業(8.5%)において60代・70代以上を採用している企業の割合が高い。

■2017年度上半期 中途採用における採用年齢層

■業種別 2017年度上半期 中途採用における採用年齢層

社数
１０代・２０代

（～２９歳）

３０代（３０歳

～３９歳）

４０代（４０歳

～４９歳）

５０代（５０歳

～５９歳）

６０代・７０代

以上（６０歳

～）

不明 無回答

3260 57.2% 66.0% 43.5% 19.9% 5.2% 1.0% 10.2%

2249 51.9% 58.7% 37.8% 17.8% 5.4% 0.8% 11.8%

5～99人 584 41.8% 37.5% 26.2% 13.5% 6.7% 0.5% 19.0%

100～299人 763 52.2% 58.3% 37.2% 17.4% 4.6% 1.0% 10.9%

300～999人 902 58.3% 72.8% 45.8% 20.8% 5.2% 0.7% 8.0%

1011 68.8% 82.3% 56.2% 24.7% 4.7% 1.4% 6.7%

1000～1999人 423 63.8% 78.5% 52.2% 25.1% 4.7% 1.2% 7.1%

2000～4999人 363 72.2% 84.6% 57.0% 23.4% 5.2% 1.9% 5.2%

5000人以上 225 72.9% 85.8% 62.2% 26.2% 4.0% 0.9% 8.4%

全　　体

１000人未満

1000人以上

57.2% 
66.0% 

43.5% 

19.9% 

5.2% 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

注）中途採用を実施した企業を集計対象とした

注）中途採用した年齢層について複数回答

■従業員規模別 2017年度上半期 中途採用における採用年齢層

社数
１０代・２０代

（～２９歳）

３０代（３０歳

～３９歳）

４０代（４０歳

～４９歳）

５０代（５０歳

～５９歳）

６０代・７０代

以上（６０歳

～）

不明 無回答

建設業 256 46.1% 52.0% 46.9% 26.2% 8.6% 0.0% 18.8%

製造業 1229 59.0% 70.2% 42.9% 17.0% 2.8% 1.1% 7.9%

流通業 566 61.1% 64.1% 39.8% 19.3% 3.9% 0.5% 10.2%

金融業 131 47.3% 62.6% 36.6% 13.7% 0.8% 0.8% 15.3%

サービス・情報業 1065 57.0% 66.6% 46.5% 23.1% 8.5% 1.2% 10.0%
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中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用未充足による影響

2017年度上半期の正規社員に対する中途採用において、人員を確保できず未充足であった企業に対して、影響を調査し

た。「事業に深刻な影響が出ている」が5.9%、「事業に影響は出ているが、対処できている」が32.9%であり、「事業に影響が

出ている」と回答した企業は、合わせて38.8％となっている。

■従業員規模別 2017年度上半期 中途採用で人材が確保できなかったことによる影響

■業種別 2017年度上半期 中途採用で人材が確保できなかったことによる影響

注）2017年度上半期（2017年4月～9月）において、中途採用を実施したが、必要な人数を確保できなかった企業を対象としている

注）業種内訳は、特徴的な業種の一部を抜粋、※は社数が少なく参考値

社数

事業に深刻な

影響が出てい

る

事業に影響は

出ているが、

対処できてい

る

事業に今のこ

とろ影響はな

いが、この状

態が継続すれ

ば影響が出て

くる

事業には特に

影響がない
その他 無回答

1679 5.9% 32.9% 50.6% 10.5% 0.1% 0.1%

1138 5.6% 35.9% 47.5% 10.9% 0.1% -

5～99人 285 5.6% 34.4% 48.4% 11.6% - -

100～299人 397 7.3% 35.3% 45.1% 12.1% 0.3% -

300～999人 456 4.2% 37.3% 49.1% 9.4% - -

541 6.5% 26.6% 57.1% 9.6% - 0.2%

1000～1999人 243 7.4% 25.1% 57.2% 10.3% - -

2000～4999人 185 7.0% 26.5% 56.8% 9.7% - -

5000人以上 113 3.5% 30.1% 57.5% 8.0% - 0.9%

全　　体

１000人未満

1000人以上

社数

事業に深刻な

影響が出てい

る

事業に影響は

出ているが、

対処できてい

る

事業に今のこ

とろ影響はな

いが、この状

態が継続すれ

ば影響が出て

くる

事業には特に

影響がない
その他 無回答

全　　体 1679 5.9% 32.9% 50.6% 10.5% 0.1% 0.1%

建設業 168 4.2% 31.0% 54.2% 10.7% - -

製造業 586 3.9% 29.5% 57.8% 8.5% - 0.2%

食品 68 1.5% 33.8% 58.8% 5.9% - -

化学・紙・石油 47 - 21.3% 72.3% 6.4% - -

鉄鋼・非鉄金属・金属 75 4.0% 33.3% 53.3% 9.3% - -

機械・プラント・エンジニアリング 69 5.8% 21.7% 66.7% 5.8% - -

半導体・電子・電気部品 37 2.7% 29.7% 59.5% 8.1% - -

自動車・鉄道 73 9.6% 27.4% 56.2% 6.8% - -

精密機械器具 34 8.8% 23.5% 64.7% 2.9% - -

流通業 275 8.0% 32.0% 45.5% 14.2% 0.4% -

　卸売業 124 6.5% 33.1% 42.7% 17.7% - -

　小売業 151 9.3% 31.1% 47.7% 11.3% 0.7% -

金融業 43 4.7% 23.3% 39.5% 32.6% - -

サービス・情報業 601 7.5% 37.9% 45.4% 9.2% - -

　情報通信業 130 3.8% 31.5% 51.5% 13.1% - -

　運輸業 123 8.9% 39.8% 43.1% 8.1% - -

　※不動産業 22 4.5% 18.2% 63.6% 13.6% - -

飲食サービス業 42 7.1% 50.0% 38.1% 4.8% - -

医療・福祉 93 10.8% 33.3% 49.5% 6.5% - -
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中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用未充足への対応

2017年度上半期の正規社員に対する中途採用において、人員を確保できず未充足であった企業に対して、対応を調査し

た。それぞれの対応について、「既に取り組んでいる」と回答した企業の割合は、「60歳以上の自社の社員の積極的な活

用」（65.8％）が最も高く、「社員の労働時間の増加」（38.2％）が最も低い。

従業員規模別にみると、1000人未満企業では、「既に取り組んでいる」と回答した企業の割合は、「60歳以上の自社の社

員の積極的活用」（65.8％）が最も高く、「非正規社員の無期化や正社員転換」（37.9％）が最も低く、1000人以上企業との差

も大きい。1000人以上企業では、「派遣や業務委託など外部人材の活用」（66.4％）が最も高く、「社員の労働時間の増加」

（37.0％）が最も低い。

■2017年度上半期 中途採用未充足に対する対応

注）2017年度上半期（2017年4月～9月）において、中途採用を実施したが、必要な人数を確保できなかった企業を対象としている

38.2% 

42.8% 

58.1% 

65.8% 

43.2% 

11.9% 

28.2% 

15.4% 

16.3% 

36.5% 

49.8% 

28.6% 

26.4% 

17.9% 

20.3% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

社員の労働時間の増加

非正規社員の無期化や正社員転換

派遣や業務委託など外部人材の活用

６０歳以上の自社の社員の積極的な活用

ＩＴ化や機械化による業務の効率化

既に取り組んでいる 今後検討したい 取り組む予定はない 無回答

■従業員規模別 2017年度上半期 中途採用未充足に対する対応

既に取り組んで

いる
今後検討したい

取り組む予定は

ない

既に取り組んで

いる
今後検討したい

取り組む予定は

ない

１０００人未満 38.8% 12.6% 48.6% 37.9% 28.8% 33.1%

１０００人以上 37.0% 10.5% 52.3% 53.2% 27.0% 19.2%

既に取り組んで

いる
今後検討したい

取り組む予定は

ない

既に取り組んで

いる
今後検討したい

取り組む予定は

ない

１０００人未満 54.1% 15.4% 30.5% 65.8% 15.3% 18.9%

１０００人以上 66.4% 15.3% 17.7% 65.6% 18.3% 15.7%

既に取り組んで

いる
今後検討したい

取り組む予定は

ない

１０００人未満 40.2% 36.2% 23.6%

１０００人以上 49.5% 37.2% 13.1%

派遣や業務委託など外部人材の活用 ６０歳以上の自社の社員の積極的活用

ＩＴ化や機械化による業務の効率化

社員の労働時間の増加 非正規社員の無期化や正社員転換

従業員規模

0.1%

0.1%

0.1%

0.3%

0.2%
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中途採用実態調査

2017年度上半期 中途採用未充足への対応（業種別）

2017年度上半期の正規社員に対する中途採用において、人員を確保できず未充足であった企業の対応について、業種

別にみると、建設業では、「60歳以上の自社の社員の積極的活用」の「既に取り組んでいる」の回答水準が高い。製造業で

は、「派遣や業務委託など外部人材の活用」が高く、また、他の業種と比較すると「社員の労働時間の増加」も高い。流通業

では、「60歳以上の自社の社員の積極的活用」などが高いが、他と比較すると「非正社員の無期化や正社員転換」が高い。

金融業は未充足の企業が少数に留まるが、対応としては「IT化や機械化による業務の効率化」が行われている。サービス・

情報業では、「60歳以上の自社の社員の積極的活用」が高く、他と比較すると「非正社員の無期化や正社員転換」も高い。

■業種別 2017年度上半期 中途採用未充足に対する対応

注）2017年度上半期（2017年4月～9月）において、中途採用を実施し
たが、必要な人数を確保できなかった企業を対象としている
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54.2

65.2

53.1
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16.1

14.2

17.5
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14.8
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