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お問い合わせ先

株式会社リクルート 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/

人材確保難が続く中小企業では、前の年に新卒採用が目標数に到達しなかった（未充足だった）企業が

57.8％存在し、そのうちの多数は翌年にも前年の採用ニーズを満たせていない。特に、新卒未充足が継続して

いる企業においては、中途採用における未経験者採用数が大きく増加している「中途未経験採用シフト」の一方

で、「新卒採用の目標数は減らす」という、新卒採用から中途採用へ切り替える状況が広がっている。(2ページ)

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村吉弘）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、民間企業における正規社員採用実態についての調査を行いました。このたび、2017年・2018年

調査の結果を用い新卒採用・中途採用を横断的に分析した結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

採用難の中小企業で広がる、「新卒の採用目標数減」と「未経験中途」へのシフト

前の年に新卒採用が未充足だった従業員規模300人未満の中小企業において、翌年に前年の未充足分を補

うほどの採用ができた企業はわずか6.1％だった。これらの「採用難克服タイプ」中小企業については、初任給増

や新卒における女性割合の上昇について違いがみられた。また、インターンシップの実施や従業員の紹介から

採用するなど、新たな手法をとる傾向が見られた。(2,４,5ページ)

前年の新卒未充足分を翌年に解消できた 「採用難克服タイプ」の中小企業

大企業と中小企業では、採用目標数設定に大きな差

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
所長 大久保 幸夫

全体でみると中小企業は、新卒の未充足分を翌年の新卒計画で上乗せしていない傾向がみられる。一方で、中

途未経験者採用は前年比0.42人増加しており重要な採用源となっている。しかし、新卒採用数の減少と合わせて

考えると、その増加分は中小企業の正規社員需要の一部(15.9％)を満たすにすぎない。こうした状況から、中小企

業において若手の正規社員採用に対して期待が小さくなり、非正規社員の活用・ミドル世代の業務負担増加を含

め新卒人材に頼らない業務遂行体制となりつつある。

他方、従業員規模1000人以上の大企業については、新卒採用の未充足に対して、翌年の新卒採用の増加数・

中途未経験採用の増加分を合わせれば、前年の新卒未充足数の67.4％をカバーできている。 (6,8ページ)

「新卒採用難克服タイプ」の企業は

中小企業のうちわずか6.1％

キーワードは、採用目標数、女性採用、初任給

新卒－中途採用横断レポート
－人材不足下における企業の正規社員採用動向－

（「ワークス大卒求人倍率調査」詳細分析）
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【前年】
17新卒の結果

【今年】
18新卒の結果

未充足
302社

目標数充足しない
396社

充足
94社

目標数充足した
289社

N=685社

採用難克服タイプ

57.8％

42.2％

44.1％

13.7％

採用目標を前年より 中途未経験者の採
用増加数

増やした 43社
14.2％

＋1.11人変えない 87社
28.8％

減らした・
目標設定を

やめた

172社
57.0%

特に高い
水準で充足

（前年の不足分を
補うほど採用する
ことができた）

42社

採用目標を前年より 中途未経験者の採
用増加数

増やした 48社
51.1％

＋0.02人変えない 30社
31.9％

減らした・
目標設定を

やめた

16社
17.0%

前年のニーズに対する
充足状況

採用目標を前年より 中途未経験者の採
用増加数

増やした 25社
59.5％

＋0.05人変えない 12社
28.6％

減らした・
目標設定を

やめた

5社
11.9%

※5,6ページに解説あり

新卒→中途シフトタイプ

6.1％

【分析】中小企業の「新卒→中途シフトタイプ」と「採用難克服タイプ」

採用難の状況に直面する従業員規模300人未満の中小企業について、注目したいのは２つの採用パターンである。

①「新卒→中途シフトタイプ」：前年の新卒採用が目標数を充足しなかったが、翌年の目標数を減らし、翌年の新卒採用数はさら

に減少。不足を中途未経験者で補い、新卒採用から撤退していくパターン。

②「採用難克服タイプ」：前年の新卒採用が目標数を充足せず、翌年の採用目標数を増やし積極的に採用をした結果、新卒採用

ニーズを充足したパターン。
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「採用難克服タイプ」の中小企業の分析①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

「採用難克服タイプ」の中小企業の分析②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

横断分析の結果(17卒－18卒の新卒と同時期の中途採用)・・・・・・・・・・・・６

【参考】中小企業（従業員規模300人未満）の正規社員採用の状況 ・・・・・７

【参考】大企業と中小企業の正規社員採用の相違点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・８

分析対象：リクルートワークス研究所「企業の採用状況と採用見通しに関する調査」 2016年度調査・2017年度調査両方

回答した従業員規模５人以上の全国の民間企業3391社のうち、新卒採用・中途採用を実施した企業2106社

分析項目：2016年度・2017年度における新卒採用・中途採用状況

調査期間：（2016年度調査）2017年2月7日～3月16日

（2017年度調査）2018年2月9日～3月16日

※回収方法、回収率等、各年度調査の概要については、「第34回 ワークス大卒求人倍率調査」、「第35回 ワークス大卒求

人倍率調査」を参照のこと

≪調査結果をみる際の注意点≫

※%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る

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。

Ｉ ＮＤＥＸ

【調査概要】
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従業員規模300人未満の中小企業における、新卒採用の好事例を分析するために、“前の年に新卒採用が未充足だった企業

において、翌年に前年の未充足分を補うほどの採用ができた”中小企業（「採用難克服タイプ」の中小企業）についてその採用活

動における特徴を整理する。

中小企業全体に占める「採用難克服タイプ」の中小企業の割合は6.1％である。17卒採用で未充足であった中小企業（以下、

「未充足企業」）に占める割合では、10.6％の企業が該当する。

「採用難克服タイプ」の中小企業では、17卒の未充足を受けて採用目標数を＋1.22人増加させており、目標数を-0.56人と減少

させている「採用難克服タイプ」以外の未充足企業の傾向とは対照的である。結果として採用増加数にも大きな差（「採用難克服

タイプ」＋3.88人、その他未充足企業＋0.16人）が生じている。

6.1%

93.9%

採用難克服タイプ

■中小企業全体における、
「採用難克服タイプ」の企業の割合

■「採用難克服タイプ」の中小企業の採用目標数・採用実績の増加（その他未充足企業との比較）
（17卒→18卒採用）

10.6%

89.4%

■17卒で未充足であった中小企業におけ
る、「採用難克服タイプ」の企業の割合

1.22

-0.56

3.88

0.16

-1.50 -0.50 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50

採用難克服タイプ

その他未充足企業

目標の増加数 採用増加数

(人)

「採用難克服タイプ」の中小企業の分析①
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採用方針についてみてみると、初任給において、「採用難克服タイプ」が前年(17卒採用)から＋1047.6円となっており、未充足

企業の＋464.1円を大きく上回って初任給額を上げている。月額賃金は求人上必ず表記されることから、学生にとっても比較が

容易である。地域ごと・業種ごとの相場を超えるような額が提示できている企業が学生を採用できている傾向がみえる。

また、採用に占める女性率をみると、「採用難克服タイプ」は＋3.0％と、未充足企業の＋0.7％と比較し大きく増加している。

元々「採用難克服タイプ」の企業は女性の採用率が低かった(17卒は31.1％)ことから、女性採用に積極的でなかった企業が、新

たに女性向けのキャリアパスを構築するなど女性向けの採用策を講ずることが、人材ニーズの充足に強く貢献している可能性

がある。

さらに、インターンシップの実施や、従業員の紹介からの採用といった新たな手立てを始めた企業は、「採用難克服タイプ」の

企業に多い。

■「採用難克服タイプ」の中小企業の採用方針の特徴（未充足企業との比較）

※「未充足企業」は、17卒採用が目標数に到達しなかった中小企業を指す

1047.6

464.1
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採用難克服タイプ

その他未充足企業

初任給の増加額（17卒→18卒）（円）
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採用難克服タイプ

その他未充足企業

採用に占める女性率の上昇度合い（17卒→18卒）
17卒女性率 18卒女性率

採用難克服

タイプ 31.1% 34.1%
その他未充

足企業 36.1% 36.8%
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17卒初任給 18卒初任給

採用難克服タイプ

その他未充足企業

■「採用難克服タイプ」の中小企業がとった新しい施策（未充足企業との比較）

(円)

23.8%

21.4%

7.1%

19.8%

15.8%

7.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

「インターンシップ」を新たに開始した

「従業員からの紹介」を新たに開始した

「大学の成績」を新たに重視し始めた

採用難克服タイプ その他未充足企業

「採用難克服タイプ」の中小企業の分析②


Sheet1

				従業員数 ジュウギョウイン スウ

		5～29人 ニン		147

		30～49人 ニン		131

		50～99人 ニン		254

		100～299人 ニン		606

		300～999人 ニン		787

		1000～1999人 ニン		303

		2000～4999人 ニン		244

		5000人～ ニン		143

		不明 フメイ		1





従業員数	



5～29人	30～49人	50～99人	100～299人	300～999人	1000～1999人	2000～4999人	5000人～	不明	147	131	254	606	787	303	244	143	1	





Sheet2

				業種（5分類） ギョウシュ ブンルイ

		建設業 ケンセツギョウ		194

		製造業 セイゾウギョウ		901

		流通業 リュウツウギョウ		498

		金融業 キンユウギョウ		211

		情報・サービス業 ジョウホウ ギョウ		796

		その他 タ		16





業種（5分類）	

建設業	製造業	流通業	金融業	情報・サービス業	その他	194	901	498	211	796	16	





s1817dtaの変数

		key_id		求人倍率調査ID

		s18_gys01		業種CD

		s18_nzsu01		従業員数

		s18_njou		日本証券取引所への上場有無

		s18_1		Ｑ１　2019年入社の新卒採用実施有無（ＳＡ）

		s18_1s1_1		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【1.大学】

		s18_1s1_2		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【2.大学院】

		s18_1s1_3		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【3.高校】

		s18_1s1_4		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【4.短大】

		s18_1s1_5		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【5.専修・各種学校】

		s18_1s1_6		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【6.高専】

		s18_1s1_7		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【7.学歴不問】

		s18_1s2		Ｑ１-ＳＱ２新卒採用予定人数をどのように決めているか

		s18_1s3_1b_r		Ｑ１-ＳＱ３①大学・大学院計

		s18_1s3_1b		Ｑ１-ＳＱ３①大学・大学院計【集計】

		s18_1s3_2b		Ｑ１-ＳＱ３②高校生【集計】

		s18_1s4_1		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【1.インターシップからの採用】

		s18_1s4_2		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【2.従業員からの紹介】

		s18_1s4_3		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【3.人材斡旋サービスの活用】

		s18_1s4_4		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【4.SNSを活用した直接採用】

		s18_1s4_5		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【5.外国籍学生の採用比率を増やす】

		s18_1s4_6		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【6.通年採用の実施】

		s18_1s4_7		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【7.新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年）】

		s18_1s4_8		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【8.大学の成績の重視】

		s18_1s4_9		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【9.昇進の速い特別なコース採用】

		s18_1s4_10		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【10.特別に初任給を上げた採用】

		s18_1s4_11		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【11.１～１０のいずれも行わない】

		s18_1s4_12		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【12.他】

		s18_2		Ｑ２　2018年4月入社の大学・大学院新卒採用実施有無

		s18_2s1_b		Ｑ２-ＳＱ１　採用計画当初の予定人数【集計】

		s18_2s2_1b1_r		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学・大学院計（計）

		s18_2s2_1b1		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学・大学院計（計）【集計】

		s18_2s2_1b2		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学・大学院計（うち女性）【集計】

		s18_2s2_1b3		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学・大学院計（うち既卒者）【集計】

		s18_2s2_1b4		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学・大学院計（うち外国人）【集計】

		s18_2s2_2b1		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学計（計）【集計】

		s18_2s2_2b2		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学計（うち女性）【集計】

		s18_2s2_2b3		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学計（うち既卒者）【集計】

		s18_2s2_2b4		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学計（うち外国人）【集計】

		s18_2s2_3b1		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学院計（計）【集計】

		s18_2s2_3b2		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学院計（うち女性）【集計】

		s18_2s2_3b3		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学院計（うち既卒者）【集計】

		s18_2s2_3b4		Ｑ２－ＳＱ２　3月末見込み含む大学院計（うち外国人）【集計】

		s18_2s3		Ｑ２－ＳＱ３　2018年4月入社の新卒採用内必要人数の確保

		s18_2s4		Ｑ２－ＳＱ４　2018年4月入社の大卒初任給決定可否

		s18_2s4b		Ｑ２－ＳＱ４　2017年4月入社の大卒初任給月額【集計】

		s18_2s5		Ｑ２－ＳＱ５　2018年4月入社の大卒初任給前年比

		s18_2s5sb		Ｑ２－ＳＱ５－ＳＱ　2016年4月入社の大卒初任給の月額【集計】

		s18_3		Ｑ３　下半期正規社員の中途採用実施有無

		s18_3s1_1		Ｑ３－ＳＱ１中途採用実施理由【1.自社の業績変動】

		s18_3s1_2		Ｑ３－ＳＱ１中途採用実施理由【2.新事業や新規出店】

		s18_3s1_3		Ｑ３－ＳＱ１中途採用実施理由【3.欠員補充のため】

		s18_3s1_4		Ｑ３－ＳＱ１中途採用実施理由【4.その他】

		s18_3s1_4t		Ｑ３－ＳＱ１　下半期の中途採用実施理由 4.その他（ＦＡ）
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		s18_4b1		Ｑ４　正規社員の中途採用実績人数【集計】
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		s18_4_2_1		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【１.10代・20代(～29歳)】

		s18_4_2_2		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【２.30代(30歳～39歳)】

		s18_4_2_3		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【３.40代(40歳～49歳)】

		s18_4_2_4		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【４.50代(50歳～59歳)】

		s18_4_2_5		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【５.60代・70代以上(60歳～)】

		s18_4_2_6		Ｑ４－ＳＱ２中途採用した年齢層【６.2017年度中途採用はしていない】

		s18_gys04		業種大分類（５業種）

		s18_gys03		業種中分類

		s18_nzsu02		従業員規模

		s18_ken02		ブロック

		s18_w		新卒wt

		s18_wt		中途wt

		s17_nzsu01		従業員数

		s17_njou		日本証券取引所への上場有無

		s17_1		Ｑ１　2018年入社の新卒採用実施有無（ＳＡ）

		s17_1s1_1		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【1.大学】

		s17_1s1_2		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【2.大学院】

		s17_1s1_3		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【3.高校】

		s17_1s1_4		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【4.短大】

		s17_1s1_5		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【5.専修・各種学校】

		s17_1s1_6		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【6.高専】

		s17_1s1_7		Ｑ１-ＳＱ１新卒採用の学歴 【7.学歴不問】

		s17_1s2		Ｑ１-ＳＱ２新卒採用予定人数をどのように決めているか

		s17_1s3_1b		Ｑ１-ＳＱ３①大学・大学院計【集計】

		s17_1s3_2b		Ｑ１-ＳＱ３②高校生【集計】

		s17_1s4_1		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【1.採用対象校の拡大】

		s17_1s4_2		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【2.採用対象校の絞り込み】

		s17_1s4_3		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【3.大学の成績を重視】

		s17_1s4_4		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【4.インターシップからの採用】

		s17_1s4_5		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【5.選考期間の短縮】

		s17_1s4_6		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【6.大学推薦の強化】

		s17_1s4_7		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【7.従業員からの紹介】

		s17_1s4_8		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【8.リクルータの強化】

		s17_1s4_9		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【9.理系女子の採用比率を増やす】

		s17_1s4_10		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【10.初任給を引き上げる】

		s17_1s4_11		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【11.１～１０のいずれも行わない】

		s17_1s4_12		Ｑ１－ＳＱ４新卒採用活動の施策【12.他】

		s17_2		Ｑ２　2017年4月入社の大学・大学院新卒採用実施有無

		s17_2s1_b		Ｑ２-ＳＱ１　採用計画当初の予定人数【集計】

		s17_2s2_1b1		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学・大学院計（計）【集計】

		s17_2s2_1b2		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学・大学院計（うち女性）【集計】

		s17_2s2_1b3		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学・大学院計（うち既卒者）【集計】

		s17_2s2_1b4		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学・大学院計（うち外国人）【集計】

		s17_2s2_2b1		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学計（計）【集計】

		s17_2s2_2b2		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学計（うち女性）【集計】

		s17_2s2_2b3		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学計（うち既卒者）【集計】

		s17_2s2_2b4		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学計（うち外国人）【集計】

		s17_2s2_3b1		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学院計（計）【集計】

		s17_2s2_3b2		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学院計（うち女性）【集計】

		s17_2s2_3b3		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学院計（うち既卒者）【集計】

		s17_2s2_3b4		Ｑ２－ＳＱ２　現段階の見込み大学院計（うち外国人）【集計】

		s17_2s3		Ｑ２－ＳＱ３新卒採用内定辞退者の前年比

		s17_2s4		Ｑ２－ＳＱ４　2017年4月入社の大卒初任給決定可否

		s17_2s4b		Ｑ２－ＳＱ４　2017年4月入社の大卒初任給月額【集計】

		s17_2s5		Ｑ２－ＳＱ５　2017年4月入社の大卒初任給前年比

		s17_2s5sb		Ｑ２－ＳＱ５－ＳＱ　2016年4月入社の大卒初任給の月額【集計】

		s17_2s6		Ｑ２－ＳＱ６　2017年4月入社の大学院卒初任給決定可否

		s17_2s6b		Ｑ２－ＳＱ６　2017年4月入社の大学院卒初任給月額【集計】

		s17_3		Ｑ３　新卒入社者を入社当時の居住地から通勤可能な事業所配属

		s17_4		Ｑ４　新卒入社者を配属後数年以内に転居を伴う異動実施有無

		s17_5		Ｑ５　下半期正規社員の中途採用実施有無

		s17_5s1_1		Ｑ５－ＳＱ１中途採用実施理由【1.自社の業績変動】

		s17_5s1_2		Ｑ５－ＳＱ１中途採用実施理由【2.新事業や新規出店】

		s17_5s1_3		Ｑ５－ＳＱ１中途採用実施理由【3.退職者の欠員補充】

		s17_5s1_4		Ｑ５－ＳＱ１中途採用実施理由【4.その他】

		s17_5s1_4t		Ｑ５－ＳＱ１　下半期の中途採用実施理由 4.その他（ＦＡ）

		s17_5s2_1		Ｑ５－ＳＱ２中途採用人材確保対応【1.未経験者を採用】

		s17_5s2_2		Ｑ５－ＳＱ２中途採用人材確保対応【2.処遇条件を高めた】

		s17_5s2_3		Ｑ５－ＳＱ２中途採用人材確保対応【3.経験基準を下げた】

		s17_5s2_4		Ｑ５－ＳＱ２中途採用人材確保対応【4.対象年齢の拡大】

		s17_5s2_5		Ｑ５－ＳＱ２中途採用人材確保対応【5.１～４どれも対応無し】

		s17_5s3		Ｑ５－ＳＱ３　必要な人数の確保

		s17_5s4		Ｑ５－ＳＱ４　昨年同時期に比べて集めやすかったか

		s17_6b1		Ｑ６　正規社員の中途採用実績人数【集計】

		s17_6b2		Ｑ６　正規社員の中途採用実績人数（うち未経験者）【集計】

		s17_gys04		業種大分類（５業種）

		s17_gys03		業種中分類

		s17_nzsu02		従業員規模

		s17_ken02		ブロック

		s17_w		新卒wt

		s17_wt		中途wt
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新卒採用における採用経路



リカバリーできた中小企業	インターシップからの採用	従業員からの紹介	人材斡旋サービスの活用	SNSを活用した直接採用	0.40816326530612246	0.2857142857142857	0.14285714285714285	8.1632653061224483E-2	全体（中小企業）	インターシップからの採用	従業員からの紹介	人材斡旋サービスの活用	SNSを活用した直接採用	0.2191539365452409	0.20622796709753233	0.12338425381903642	4.3478260869565216E-2	







新卒採用における手立て



リカバリーできた中小企業	外国籍学生の採用比率を増やす	通年採用の実施	新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年）	大学の成績の重視	4.0816326530612242E-2	0.22448979591836735	0.26530612244897961	0.10204081632653061	全体（中小企業）	外国籍学生の採用比率を増やす	通年採用の実施	新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年）	大学の成績の重視	1.762	6321974148061E-2	0.22385428907168037	0.14512338425381904	5.8166862514688604E-2	







中途採用で採用した年齢層



リカバリーできた中小企業	10代・20代(～29歳)	30代(30歳～39歳)	40代(40歳～49歳)	0.61290322580645162	0.74193548387096775	0.32258064516129031	全体（中小企業）	10代・20代(～29歳)	30代(30歳～39歳)	40代(40歳～49歳)	0.39130434782608697	0.41128084606345477	0.31022326674500589	









リカバリーできた中小企業	いずれかの採用経路複線化策をとる企業	0.61224489795918369	全体（中小企業）	いずれかの採用経路複線化策をとる企業	0.3625146886016451	







17卒採用後の方針



リカバーできた企業	採用対象校の拡大	採用対象校の絞り込み	大学の成績を重視	インターシップからの採用	選考期間の短縮	大学推薦の強化	従業員からの紹介	リクルータの強化	0.40816326530612246	6.1224489795918366E-2	0.14285714285714285	0.16326530612244897	0.18367346938775511	2.0408163265306121E-2	0.14285714285714285	0.20408163265306123	全体（中小企業）	採用対象校の拡大	採用対象校の絞り込み	大学の成績を重視	インターシップからの採用	選考期間の短縮	大学推薦の強化	従業員からの紹介	リクルータの強化	0.20564042303172739	4.4065804935370149E-2	5.6404230317273797E-2	0.14101057579318449	9.0481786133960046E-2	6.5804935370152765E-2	0.12514688601645124	8.6368977673325506E-2	







リカバリーできた企業	採用対象校の拡大	大学の成績を重視	選考期間の短縮	大学推薦の強化	リクルータの強化	外国籍学生の採用比率を増やす	通年採用の実施	新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年）	0.40816326530612246	0.14285714285714285	0.18367346938775511	2.0408163265306121E-2	0.20408163265306123	4.0816326530612242E-2	0.22448979591836735	0.26530612244897961	全体（中小企業）	採用対象校の拡大	大学の成績を重視	選考期間の短縮	大学推薦の強化	リクルータの強化	外国籍学生の採用比率を増やす	通年採用の実施	新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年）	0.20564042303172739	5.6404230317273797E-2	9.0481786133960046E-2	6.5804935370152765E-2	8.6368977673325506E-2	1.7626321974148061E-2	0.22385428907168037	0.14512338425381904	









樹形図

																				※上回ったには同数含む ウワマワ ドウスウ フク

				中小企業で2017，2018卒両方採用実施した会社 チュウショウ キギョウ ソツ リョウホウ サイヨウ ジッシ カイシャ				17卒で目標数充足したか ソツ モクヒョウ スウ ジュウソク						18卒採用目標 ソツ サイヨウ モクヒョウ						18卒採用数が17卒目標と比べて ソツ サイヨウ スウ ソツ モクヒョウ クラ						採用数の前年比較 サイヨウスウ ゼンネン ヒカク						18卒充足 ソツ ジュウソク

				715				しなかった		355				増やす フ		91				上回った ウワマワ		49				増えた フ		61				充足 ジュウソク		20

																				下回った シタマワ		42				変わらない カ		19				未充足 ミジュウソク		71

																										減った ヘ		11

														変えない カ		117				上回った ウワマワ		30				増えた フ		59				充足 ジュウソク		30

																				下回った シタマワ		87				変わらない カ		30				未充足 ミジュウソク		87

																										減った ヘ		28

														減らす ヘ		115				上回った ウワマワ		10				増えた フ		41				充足 ジュウソク		46

																				下回った シタマワ		105				変わらない カ		25				未充足 ミジュウソク		69

																										減った ヘ		49

														目標設定をやめた モクヒョウ セッテイ		32				上回った ウワマワ		7				増えた フ		12

																				下回った シタマワ		25				変わらない カ		8

																										減った ヘ		12



								した		242				増やす フ		109				上回った ウワマワ		86				増えた フ		42				充足 ジュウソク		42

																				下回った シタマワ		23				変わらない カ		20				未充足 ミジュウソク		67

																										減った ヘ		47

														変えない カ		66				上回った ウワマワ		39				増えた フ		10				充足 ジュウソク		39

																				下回った シタマワ		27				変わらない カ		20				未充足 ミジュウソク		27

																										減った ヘ		36

														減らす ヘ		45				上回った ウワマワ		10				増えた フ		3				充足 ジュウソク		25

																				下回った シタマワ		35				変わらない カ		4				未充足 ミジュウソク		20

																										減った ヘ		38

														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		22				上回った ウワマワ		15				増えた フ		9

																				下回った シタマワ		7				変わらない カ		4

																										減った ヘ		9



								目標設定をしていない モクヒョウ セッテイ		118				目標設定した モクヒョウ セッテイ		88										増えた フ		43				充足 ジュウソク		38

														（うち目標ゼロ） モクヒョウ		7										変わらない カ		18				未充足 ミジュウソク		50

																										減った ヘ		27



														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		30										増えた フ		12

																										変わらない カ		7

																										減った ヘ		11

																				finalenough >=0 						grad1817_num ==.						deficiantnum_grad18 >0

																				※上回ったには同数含む ウワマワ ドウスウ フク

				中小企業で2017卒採用実施した会社（17卒で目標設定をしていた企業） チュウショウ キギョウ ソツ サイヨウ ジッシ カイシャ ソツ モクヒョウ セッテイ キギョウ				17卒で目標数充足したか ソツ モクヒョウ スウ ジュウソク						18卒採用目標 ソツ サイヨウ モクヒョウ						18卒採用数が17卒目標と比べて ソツ サイヨウ スウ ソツ モクヒョウ クラ						採用数の前年比較 サイヨウスウ ゼンネン ヒカク						18卒充足 ソツ ジュウソク

				685				しなかった		396				増やす フ		91				上回った ウワマワ		49				増えた フ		61				充足 ジュウソク		19

								deficientnum_grad17 >0						changeamount_plangrad1817 >0 & changeamount_plangrad1817 !=.						下回った シタマワ		42				変わらない カ		19				未充足 ミジュウソク		72

																										減った ヘ		11

														変えない カ		117				上回った ウワマワ		30				増えた フ		59				充足 ジュウソク		30

														changeamount_plangrad1817 ==0						下回った シタマワ		87				変わらない カ		30				未充足 ミジュウソク		87

																										減った ヘ		28

														減らす ヘ		115				上回った ウワマワ		10				増えた フ		41				充足 ジュウソク		46

																				下回った シタマワ		105				変わらない カ		25				未充足 ミジュウソク		69

																										減った ヘ		49

														目標設定をやめた・採用を辞めた モクヒョウ セッテイ サイヨウ ヤ		73				上回った ウワマワ		6				増えた フ		12

																				下回った（採用を辞めた含む） シタマワ サイヨウ ヤ フク		67				変わらない カ		8

																										減った・採用を辞めた ヘ サイヨウ ヤ		53



								した		289				増やす フ		109				上回った ウワマワ		86				増えた フ		42				充足 ジュウソク		42

								deficientnum_grad17 <=0												下回った シタマワ		23				変わらない カ		20				未充足 ミジュウソク		67

																										減った ヘ		47

														変えない カ		66				上回った ウワマワ		39				増えた フ		10				充足 ジュウソク		39

																				下回った シタマワ		27				変わらない カ		20				未充足 ミジュウソク		27

																										減った ヘ		36

														減らす ヘ		45				上回った ウワマワ		10				増えた フ		3				充足 ジュウソク		25

																				下回った シタマワ		35				変わらない カ		4				未充足 ミジュウソク		20

																										減った ヘ		38

														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		69				上回った ウワマワ		15				増えた フ		9

																				下回った（採用を辞めた含む） シタマワ サイヨウ ヤ フク		54				変わらない カ		4

																				finalenough >=0 & finalenough !=.						減った・採用を辞めた ヘ サイヨウ ヤ		56

																				finalenough <0		 finalenough ==.

								目標設定をしていない モクヒョウ セッテイ		136				目標設定した モクヒョウ セッテイ		88										増えた フ		43				充足 ジュウソク		38

								deficientnum_grad17 ==.						（うち目標ゼロ） モクヒョウ		7										変わらない カ		18				未充足 ミジュウソク		50

														changeamount_plangrad1817 ==0												減った ヘ		27

														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		48										増えた フ		12

																										変わらない カ		7

																										減った ヘ		29



																				※上回ったには同数含む ウワマワ ドウスウ フク

				中小企業で2017卒採用実施した会社（17卒で目標設定をしていた企業） チュウショウ キギョウ ソツ サイヨウ ジッシ カイシャ ソツ モクヒョウ セッテイ キギョウ				17卒で目標数充足したか ソツ モクヒョウ スウ ジュウソク						18卒採用目標 ソツ サイヨウ モクヒョウ						採用数の前年比較 サイヨウスウ ゼンネン ヒカク						18卒採用数が17卒目標と比べて ソツ サイヨウ スウ ソツ モクヒョウ クラ						18卒充足 ソツ ジュウソク

				685				しなかった		396				増やす フ		91				増えた フ		61				上回った ウワマワ		49				充足 ジュウソク		19

								deficientnum_grad17 >0												変わらない カ		19				下回った シタマワ		42				未充足 ミジュウソク		72

																				減った ヘ		11

														変えない カ		117				増えた フ		59				上回った ウワマワ		30				充足 ジュウソク		30

																				変わらない カ		30				下回った シタマワ		87				未充足 ミジュウソク		87

																				減った ヘ		28

														減らす ヘ		115				増えた フ		41				上回った ウワマワ		10				充足 ジュウソク		46

																				変わらない カ		25				下回った シタマワ		105				未充足 ミジュウソク		69

																				減った ヘ		49

														目標設定をやめた・採用を辞めた モクヒョウ セッテイ サイヨウ ヤ		73				増えた フ		12				上回った ウワマワ		6

																				変わらない カ		8				下回った（採用を辞めた含む） シタマワ サイヨウ ヤ フク		67

																				減った・採用を辞めた ヘ サイヨウ ヤ		53



								した		289				増やす フ		109				増えた フ		42				上回った ウワマワ		86				充足 ジュウソク		42

								deficientnum_grad17 <=0												変わらない カ		20				下回った シタマワ		23				未充足 ミジュウソク		67

																				減った ヘ		47

														変えない カ		66				増えた フ		10				上回った ウワマワ		39				充足 ジュウソク		39

																				変わらない カ		20				下回った シタマワ		27				未充足 ミジュウソク		27

																				減った ヘ		36

														減らす ヘ		45				増えた フ		3				上回った ウワマワ		10				充足 ジュウソク		25

																				変わらない カ		4				下回った シタマワ		35				未充足 ミジュウソク		20

																				減った ヘ		38

														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		69				増えた フ		9				上回った ウワマワ		15

																				変わらない カ		4				下回った（採用を辞めた含む） シタマワ サイヨウ ヤ フク		54

																				減った・採用を辞めた ヘ サイヨウ ヤ		56				finalenough >=0 & finalenough !=.

																										finalenough <0		 finalenough ==.

								目標設定をしていない モクヒョウ セッテイ		136				目標設定した モクヒョウ セッテイ		88				増えた フ		43										充足 ジュウソク		38

								deficientnum_grad17 ==.						（うち目標ゼロ） モクヒョウ		7				変わらない カ		18										未充足 ミジュウソク		50

														changeamount_plangrad1817 ==0						減った ヘ		27



														目標設定をしない モクヒョウ セッテイ		48				増えた フ		12

																				変わらない カ		7

																				減った ヘ		29

				全体 ゼンタイ				17卒 ソツ						18卒採用目標 ソツ サイヨウ モクヒョウ						採用数増加 サイヨウスウ ゾウカ				前年目標の充足 ゼンネン モクヒョウ ジュウソク				今年の目標充足 コトシ モクヒョウ ジュウソク						採用数増加				前年目標の充足				今年の目標充足

				685社 シャ				未充足 ミジュウソク		396社 シャ				減らす ヘ		115				41		35.7%		10		8.7%		46		24.5%				53		28.2%		16		8.5%		46		24.5%

														目標設定しない モクヒョウ セッテイ		73				12		16.4%		6		8.2%



																				採用数増加 サイヨウスウ ゾウカ				前年目標の充足 ゼンネン モクヒョウ ジュウソク				今年の目標充足 コトシ モクヒョウ ジュウソク						採用数増加				前年目標の充足				今年の目標充足

								充足 ジュウソク		289社 シャ				増やす フ		91				61		67.0%		49		53.8%		49		23.6%				120		57.7%		79		38.0%		49		23.6%

														変えない カ		117				59		50.4%		30		25.6%

																		0.4747474747

																		0.5252525253





Sheet2 (2)

		17卒で新卒採用している企業(17卒採用計画について回答を得た企業ベース）(新卒充足数17卒が空白になる企業1社を除外） ソツ シンソツ サイヨウ キギョウ ソツ サイヨウ ケイカク カイトウ エ キギョウ シンソツ ジュウソク スウ ソツ クウハク キギョウ シャ ジョガイ

				17卒 ソツ												18卒-17卒 ソツ ソツ

作成者: 作成者:
17卒で新卒採用した企業のうち、計画があった企業						18卒-17卒 ソツ ソツ

作成者: 作成者:
17卒で新卒採用した企業のうち、計画があった企業						17年度 ネン ド												16年度 ネン ド												17年度－16年度 ネン ド ネン ド						16年度 ネン ド								17年度 ネン ド

				企業数 キギョウ スウ		採用数 サイヨウスウ		平均採用数 ヘイキン サイヨウスウ		企業数 キギョウ スウ		不足数 フソク スウ		平均不足数 ヘイキン フソク スウ		企業数 キギョウ スウ		計画増加数 ケイカク ゾウカ スウ		計画平均増加数 ケイカク ヘイキン ゾウカ スウ		企業数 キギョウ スウ		採用増加数 サイヨウ ゾウカ スウ		平均増加数 ヘイキン ゾウカ スウ		中途採用企業数 チュウト サイヨウ キギョウ スウ		中途採用数 チュウト サイヨウ スウ				未経験者採用企業数 ミケイケン シャ サイヨウ キギョウ スウ		うち未経験者 ミケイケン シャ				中途採用企業 チュウト サイヨウ キギョウ		中途採用数 チュウト サイヨウ スウ				未経験者採用企業 ミケイケン シャ サイヨウ キギョウ		うち未経験者 ミケイケン シャ				中途採用増加数 チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		未経験者増加数 ミケイケン シャ ゾウカ スウ						中途採用数 チュウト サイヨウ スウ				うち未経験者 ミケイケン シャ		中途採用企業 チュウト サイヨウ キギョウ		中途採用数 チュウト サイヨウ スウ		未経験者採用企業 ミケイケン シャ サイヨウ キギョウ		うち未経験者 ミケイケン シャ

		300人未満 ニン ミマン		685		2796		4.0817518248		685		876		1.2788321168		544		83.5		0.1534926471		685		-150.5		-0.2197080292		676		2618.5		3.8735207101		669		1026.5		1.5343796712		672		2254.5		3.3549107143		672		746.5		1.1108630952		0.5186099958		0.4235165759				1676		5387.5		1675		1901.5		1689		5896		1677		2254

		300～999人 ニン		753		8926.5		11.8545816733		753		1730		2.2974767596		691		282		0.4081041968		753		272.5		0.3618857902		730		6044.5		8.2801369863		714		1538.5		2.1547619048		726		5206		7.1707988981		710		1316		1.8535211268		1.1093380882		0.301240778				876		6227		856		1587		882		7587.5		864		1984

		1000～4999人 ニン		534		21403		40.0805243446		534		1419.5		2.6582397004		486		551.5		1.1347736626		534		-116		-0.2172284644		496		12366		24.9314516129		455		1304		2.8659340659		495		11445		23.1212121212		471		2281		4.8428874735		1.8102394917		-1.9769534075				570		13707

		5000人以上 ニン イジョウ		134		15660		116.8656716418		134		1033		7.7089552239		125		534.5		4.276		134		831.5		6.2052238806		123		10567.5		85.9146341463		106		3216		30.3396226415		121		9123		75.3966942149		105		1552		14.780952381		10.5179399315		15.5586702606

		1000人以上 ニン イジョウ		668		37063		55.4835329341		668		2452.5		3.6714071856		611		1086		1.7774140753		668		715.5		1.0711077844		619		22933.5		37.049273021		561		4520		8.0570409982		616		20568		33.3896103896		576		3833		6.6545138889		3.6596626314		1.4025271093

				平均採用数 ヘイキン サイヨウスウ		平均不足数 ヘイキン フソク スウ		計画平均増加数 ケイカク ヘイキン ゾウカ スウ		平均採用増加数 ヘイキン サイヨウ ゾウカ スウ		中途採用増加数 チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		未経験者増加数 ミケイケン シャ ゾウカ スウ		新卒不足の置換率（翌年卒＋翌年中途） シンソツ フソク チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン チュウト		新卒不足の置換率（翌年卒＋翌年未経験中途） シンソツ フソク チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン ミケイケン チュウト		実績ベースの正規社員置換率（翌年新卒採用増加数＋中途採用増加数） ジッセキ セイキ シャイン チカン リツ ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		実績ベースの正規社員置換率（翌年新卒採用増加数＋未経験中途採用増加数） ジッセキ セイキ シャイン チカン リツ ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ ミケイケン チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		不足置換率(計画) フソク チカン リツ ケイカク		不足置換率(実績) フソク チカン リツ ジッセキ

		300人未満 ニン ミマン		4.0817518248		1.2788321168		0.1534926471		-0.2197080292		0.5186099958		0.4235165759		52.6%		45.1%		23.4%		15.9%		12.0%		-17.2%

		300～999人 ニン		11.8545816733		2.2974767596		0.4081041968		0.3618857902		1.1093380882		0.301240778		66.0%		30.9%		64.0%		28.9%		17.8%		15.8%

		1000～4999人 ニン		40.0805243446		2.6582397004		1.1347736626		-0.2172284644		1.8102394917		-1.9769534075		110.8%		-31.7%		59.9%		-82.5%		42.7%		-8.2%

		5000人以上 ニン イジョウ		116.8656716418		7.7089552239		4.276		6.2052238806		10.5179399315		15.5586702606		191.9%		257.3%		216.9%		282.3%		55.5%		80.5%

		1000人以上 ニン イジョウ		55.4835329341		3.6714071856		1.7774140753		1.0711077844		3.6596626314		1.4025271093		148.1%		86.6%		128.9%		67.4%		48.4%		29.2%

		計画段階での置換率 ケイカク ダンカイ チカン リツ								実際の新卒採用増加率 ジッサイ シンソツ サイヨウ ゾウカ リツ		中途での代替率 チュウト ダイタイ リツ		うち未経験 ミケイケン		実績ベースで次年度正社員採用でどれくらい不足分を補えたか ジッセキ ジネンド セイシャイン サイヨウ フソクブン オギナ

		12%								マイナス		40%		33%		23%

		新卒で一部を補おうとするも、それすら困難。中途でなんとかまかなっている状態 シンソツ イチブ オギナ コンナン チュウト ジョウタイ

		新卒D.I.の高さは非正規・派遣、外部の労働力を活用しているから？ シンソツ タカ ヒ セイキ ハケン ガイブ ロウドウリョク カツヨウ

		大企業はほぼ翌年新卒でとれている ダイキギョウ ヨクトシ シンソツ

												changeamount_plangrad1817 !=.

				平均採用数 ヘイキン サイヨウスウ		平均不足数 ヘイキン フソク スウ		計画平均増加数 ケイカク ヘイキン ゾウカ スウ		平均採用増加数 ヘイキン サイヨウ ゾウカ スウ		翌年の新卒不足数 ヨク トシ シンソツ フソク スウ		中途採用増加数 チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		未経験者増加数 ミケイケン シャ ゾウカ スウ		新卒不足の置換率（翌年卒＋翌年中途） シンソツ フソク チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン チュウト		新卒不足の置換率（翌年卒＋翌年未経験中途） シンソツ フソク チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン ミケイケン チュウト		実績ベースの正規社員置換率（翌年新卒採用増加数＋中途採用増加数） ジッセキ セイキ シャイン チカン リツ ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		実績ベースの正規社員置換率（翌年新卒採用増加数＋未経験中途採用増加数） ジッセキ セイキ シャイン チカン リツ ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ ミケイケン チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		不足置換率(計画) フソク チカン リツ ケイカク		不足置換率(実績) フソク チカン リツ ジッセキ

		300人未満 ニン ミマン		4.321178		1.347571		0.1537753		0.125879		-1.429889		0.5186099958		0.5169492		49.9%		49.8%		47.8%		47.7%		12.0%		9.3%

		300～999人 ニン		11.8545816733		2.2974767596		0.4081041968		0.3618857902				1.1093380882		0.301240778		66.0%		30.9%		64.0%		28.9%		17.8%		15.8%

		1000～4999人 ニン		40.0805243446		2.6582397004		1.1347736626		-0.2172284644				1.8102394917		-1.9769534075		110.8%		-31.7%		59.9%		-82.5%		42.7%		-8.2%

		5000人以上 ニン イジョウ		116.8656716418		7.7089552239		4.276		6.2052238806				10.5179399315		15.5586702606		191.9%		257.3%		216.9%		282.3%		55.5%		80.5%

		1000人以上 ニン イジョウ		55.4835329341		3.6714071856		1.7774140753		1.0711077844				3.6596626314		1.4025271093		148.1%		86.6%		128.9%		67.4%		48.4%		29.2%
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						平均不足数 ヘイキン フソク スウ		計画平均増加数 ケイカク ヘイキン ゾウカ スウ		平均採用増加数 ヘイキン サイヨウ ゾウカ スウ		中途採用増加数 チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		未経験者増加数 ミケイケン シャ ゾウカ スウ		置換率（翌年卒＋翌年中途） チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン チュウト		新卒不足の置換率（翌年卒＋翌年未経験中途） シンソツ フソク チカン リツ ヨク ネン ソツ ヨク ネン ミケイケン チュウト		実績ベース置換率（翌年新卒増加数＋中途採用増加数） ジッセキ チカン リツ ヨクネン シンソツ ゾウカ スウ チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		実績ベースの正規社員置換率（翌年新卒採用増加数＋未経験中途採用増加数） ジッセキ セイキ シャイン チカン リツ ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ ミケイケン チュウト サイヨウ ゾウカ スウ		不足置換率(計画) フソク チカン リツ ケイカク		不足置換率(実績) フソク チカン リツ ジッセキ

		300人未満 ニン ミマン				1.2788321168		0.1534926471		-0.2197080292		0.5186099958		0.4235165759		52.6%		45.1%		23.4%		15.9%		12.0%		-17.2%

		300～999人 ニン				2.2974767596		0.4081041968		0.3618857902		1.1093380882		0.301240778		66.0%		30.9%		64.0%		28.9%		17.8%		15.8%

		1000人以上 ニン イジョウ				3.6714071856		1.7774140753		1.0711077844		3.6596626314		1.4025271093		148.1%		86.6%		128.9%		67.4%		48.4%		29.2%

		5000人以上 ニン イジョウ				7.7089552239		4.276		6.2052238806		10.5179399315		15.5586702606		191.9%		257.3%		216.9%		282.3%		55.5%		80.5%

														（人）（1社あたり平均） ニン シャ ヘイキン

		企業規模 キギョウ キボ		サンプル数 スウ		新卒採用数 シンソツ サイヨウスウ		不足数 フソク スウ		翌年の新卒計画増加数 ヨクトシ シンソツ ケイカク ゾウカ スウ		翌年の新卒採用増加数 ヨクネン シンソツ サイヨウ ゾウカ スウ		翌年の中途未経験採用増加数 ヨクトシ チュウト ミケイケン サイヨウ ゾウカ スウ				企業規模 キギョウ キボ		不足置換率(新卒計画) フソク チカン リツ シンソツ ケイカク		不足置換率(新卒実績) フソク チカン リツ シンソツ ジッセキ		正規社員採用置換率 セイキ シャイン サイヨウ チカン リツ

		300人未満 ニン ミマン		685		4.08		1.28		0.15		-0.22		0.42				300人未満 ニン ミマン		12.0%		-17.2%		15.9%

		300～999人 ニン		753		11.85		2.30		0.41		0.36		0.30				300～999人 ニン		17.8%		15.8%		28.9%

		1000人以上 ニン イジョウ		668		55.48		3.67		1.78		1.07		1.40				1000人以上 ニン イジョウ		48.4%		29.2%		67.4%

		（参考）うち5000人以上 サンコウ ニン イジョウ		134		116.87		7.71		4.28		6.21		15.56				（参考）うち5000人以上 サンコウ ニン イジョウ		55.5%		80.5%		282.3%
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		17年卒採用 ネン ソツ サイヨウ		18年卒 ネン ソツ												18-17		18-17		18-17		18-17		18卒 ソツ		18-17		18-17		18-17		18-17		18-17		18-17		18-17		18		18年卒 ネン ソツ				単年度 タンネンド																						18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				前年ニーズに対して ゼンネン タイ		社数 シャ スウ		採用目標を増加させた サイヨウ モクヒョウ ゾウカ		採用目標を変えない サイヨウ モクヒョウ カ		採用目標を減らした サイヨウ モクヒョウ ヘ		目標設定をやめた モクヒョウ セッテイ		「インターンシップからの採用」を新たに開始した サイヨウ アラ カイシ		「大学の成績」を新たに重視し始めた ダイガク セイセキ アラ ジュウシ ハジ		「従業員からの紹介」を新たに開始した ジュウギョウイン ショウカイ アラ カイシ		初任給変化 ショニンキュウ ヘンカ		採用数 サイヨウスウ		採用数増減 サイヨウスウ ゾウゲン		女性採用増減 ジョセイ サイヨウ ゾウゲン		既卒者採用増減 キソツ シャ サイヨウ ゾウゲン		外国人採用増減 ガイコク ジン サイヨウ ゾウゲン		未充足実数（前年目標比） ミジュウソク ジツ スウ ゼンネン モクヒョウ ヒ		中途増減 チュウト ゾウゲン		中途未経験の増加数 チュウト ミケイケン ゾウカ スウ		（参考）従業員数 サンコウ ジュウギョウイン スウ		前年ニーズに対して ゼンネン タイ		社数 シャ スウ		中途20代 チュウト ダイ		中途30代 チュウト ダイ		中途40代 チュウト ダイ		中途50代 チュウト ダイ		中途60代以上 チュウト ダイ イジョウ		採用対象校の拡大 サイヨウ タイショウ コウ カクダイ		選考期間の短縮 センコウ キカン タンシュク		大学推薦の強化 ダイガク スイセン キョウカ		リクルーターの強化 キョウカ		理系女子の採用比率を増やす リケイ ジョシ サイヨウ ヒリツ フ		初任給を増やす ショニンキュウ フ		人材斡旋サービスの利用 ジンザイ アッセン リヨウ		SNSを活用した直接採用 カツヨウ チョクセツ サイヨウ		外国籍学生の採用比率を増やす ガイコクセキ ガクセイ サイヨウ ヒリツ フ		通年採用の実施 ツウネン サイヨウ ジッシ		新卒扱いの対象拡大（年齢、卒年		昇進の速い特別なコース採用		特別に初任給を上げた採用		インターンシップからの採用 サイヨウ		大学の成績を重視 ダイガク セイセキ ジュウシ		従業員からの紹介 ジュウギョウイン ショウカイ

		未充足企業 ミジュウソク キギョウ		未充足 ミジュウソク		302		43		87		105		67		53(17.5%)		24(7.9%)		47(15.6%)		303.6		3.58		-0.31		-0.12		-0.07		0.04		-3.63		1.32		1.11		171.66		未充足 ミジュウソク		302		39.1%		43.4%		33.1%		14.6%		4.0%		37.4%		18.2%		10.6%		13.9%		7.0%		14.2%		19.2%		7.3%		2.3%		36.8%		22.5%		0.7%		1.0%		36.8%		11.9%		27.5%

		396		充足 ジュウソク		94		48		30		10		6		21(22.3%)		4(4.2%)		14(14.9%)		1123.0		6.03		3.10		1.22		0.10		0.07		1.27		0.23		0.02		157.41		充足 ジュウソク		94		39.4%		46.8%		29.8%		9.6%		2.1%		37.2%		25.5%		6.4%		21.3%		8.5%		16.0%		16.0%		6.4%		3.2%		24.5%		23.4%		2.1%		1.1%		40.4%		9.6%		24.5%

				（うち）高い水準で充足 タカ スイジュン ジュウソク		42		25		12		4		1		10(23.8%)		3(7.1%)		9(21.4%)		1047.6		7.40		3.88		1.43		0.19		0.07		2.50		0.19		0.05		165.43		（うち）高い水準で充足 タカ スイジュン ジュウソク		42		33.3%		45.2%		23.8%		9.5%		2.4%		40.5%		21.4%		4.8%		21.4%		11.9%		14.3%		14.3%		9.5%		2.4%		19.0%		21.4%		2.4%		0.0%		42.9%		7.1%		28.6%

				↑18卒実績が前年ニーズ＋前年未充足分を上回った（前年の未充足分を含めてニーズを満たした） ソツ ジッセキ ゼンネン ゼンネン ミジュウソク ブン ウワマワ ゼンネン ミジュウソク ブン フク ミ

				※前年目標の未充足数との回帰分析結果 ゼンネン モクヒョウ ミジュウソク スウ カイキ ブンセキ ケッカ				***								*		有意でない ユウイ		*		*		－		－		***		有意でない ユウイ		有意でない ユウイ		－		－		***
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初任給の増加額平均（17卒→18卒）
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                    _cons      .772702   .3516273     2.20   0.029      .081194     1.46421


          noexp_numchange     .1868319   .0347384     5.38   0.000     .1185155    .2551483


         algradnum_change    -.3272274   .2296659    -1.42   0.155     -.778887    .1244322


         foriennum_change     .0324778   .3512911     0.09   0.926    -.6583692    .7233247


          womennum_change    -.5137244   .0873054    -5.88   0.000    -.6854187   -.3420301


             changesalary      -.00003   .0000161    -1.86   0.063    -.0000617    1.68e-06


changeamount_plangrad1817    -.5769622   .0437918   -13.18   0.000    -.6630829   -.4908415


               emp_number     .0032632   .0019462     1.68   0.094    -.0005643    .0070906


                                                                                           


    mijusokunumb_lastyear        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]


                                                                                           


       Total    4696.30109       366  12.8314237   Root MSE        =    2.6979


                                                   Adj R-squared   =    0.4327


    Residual    2613.09922       359  7.27882792   R-squared       =    0.4436


       Model    2083.20187         7  297.600267   Prob > F        =    0.0000


                                                   F(7, 359)       =     40.89


      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       367
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従業員規模300人未満の中小企業では、新卒の未充足部分を翌年の新卒計画で上乗せしていない（計画置換率12.0％）傾

向がみられた。また、新卒採用数も前年比マイナスとなっており、新卒における人材確保難は一層厳しさを増している。こうした

なかで、中途採用における未経験者採用は前年比0.42人と増加しており重要な採用源となっているが、中小企業の正規社員需

要の一部を満たすにすぎない(正規社員採用カバー率15.9％)。こうした状況から、中小企業においては若手の正規社員採用に

対して期待値が低くなり、非正規社員の活用・ミドル世代の業務負担増加を含め、新卒人材に頼らない業務遂行体制となりつつ

ある。こうした動きは、中長期的には、中小企業の技術継承や次世代幹部の育成等を阻害し、競争力が低下する大きな要因と

なるおそれがある。

他方、従業員規模1000人以上の大企業については新卒採用の未充足に対して、中途未経験採用の増加分も合わせれば前

年の新卒未充足数の67.4％をカバーできている。

また従業員規模5000人以上の企業では、新卒未充足分を大きく超過して未経験者採用を行っており(282.3％)、大企業が人材

を集中的に獲得している状況にある。

（1社あたり人数）

企業規模 サンプル数 新卒採用数
新卒採用
未充足数

翌年の新卒計画
増加数

翌年の新卒採用
増加数

翌年の中途未経
験採用増加数

【使用しているデータ】 17新卒 17新卒 18新卒 18新卒 18新卒＋中途

300人未満 685 4.08 1.28 0.15 -0.22 0.42

300～999人 753 11.85 2.30 0.41 0.36 0.30

1000人以上 668 55.48 3.67 1.78 1.07 1.40

（参考）うち5000人以上 134 116.87 7.71 4.28 6.21 15.56

■17卒採用の不足数と、翌年（18卒）の新卒・中途採用動向

【算出方法について】
※計画置換率（新卒）は、「翌年の新卒計画増加数」÷「新卒採用未充足数」
※実績カバー率（新卒）は、「翌年の新卒採用増加数」÷「新卒採用未充足数」
※正規社員採用カバー率は、（「翌年の新卒採用増加数」＋「翌年の中途未経験採用増加数」）÷「新卒採用未充足数」

企業規模 計画置換率(新卒) 実績カバー率(新卒) 正規社員採用カバー率

新卒採用での未充足数を、翌
年の新卒採用計画にどの程
度反映（計画増）したか

新卒採用での未充足数を、翌
年の新卒採用でどの程度カ
バー（採用実績増）
できたか

新卒採用での未充足数を、翌
年の新卒採用＋中途未経験
者採用でどの程度カバーでき
たか

300人未満 12.0% -17.2% 15.9%

300～999人 17.8% 15.8% 28.9%

1000人以上 48.4% 29.2% 67.4%

（参考）うち5000人以上 55.5% 80.5% 282.3%

横断分析の結果(17卒－18卒の新卒と同時期の中途採用)
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従業員規模300人未満の中小企業における正規社員採用の状況について整理する。

中小企業においては、17卒の採用において1社あたり平均1.28人の未充足が生じている。これを受けて、翌年(18卒)新卒採用

計画は0.15人上積みされているが、実際の18卒の採用実績をみると未充足が1.65人。前年(17卒)から、採用数は4.08人から3.86

人と減少する状況にあり、未充足数は一層拡大している傾向である。

他方で、18卒採用と同時期の17年度の中途採用の未経験者採用は前年度と比較し、1社あたり0.42人と採用数が増加してい

る。前年(17卒)の新卒採用の未充足数を完全に補填できているわけではないが、新卒採用数がほぼ伸びず、未充足が継続する

なかで、中途未経験者採用が重要な採用源となっている状況が分かる。

5.36人

1.28人

4.08人

未充足

採用数

5.36人

0.15人

17卒 18卒 (同時期 (17年度) の中途採用)

3.86人

1.65人

翌年の未充足

新卒採用計画 新卒採用実績

0.42人

中途未経験者
採用の増加分

新卒計画の
上積み分

1.13人

前年採用ニーズの
積み残し

2.36人

新卒採用
未充足数
の前年か
らの累積

0.71人

【参考】中小企業(従業員規模300人未満)の正規社員採用の状況
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大企業と中小企業の正規社員採用については以下のような相違点がみられる。

新卒採用における未充足の割合について、中小企業では採用計画数のうち29.9％が未充足であり、大企業では7.3％が未充

足と、中小企業の未充足率が著しく高い。

また、未充足に対する翌年の未充足分のカバー手法については、中小企業は中途未経験者採用の増加が翌年の正規社員採

用増加分の73.7％であり、大きな比率を占めている。他方、大企業は新卒未充足に対しては、主として翌年の新卒採用計画数を

増加(増加分の56.0％)させることで対応している。

新卒で未充足となっても、翌年の新卒採用の目標数を増やさず中途未経験者採用で補填するという中小企業の状況から、新

卒採用実績数は大企業では55.48人→56.56人へと2％程度増加している一方、中小企業は4.08人→3.86人と5％以上の減少と

なっている。

①新卒採用における未充足の割合(18卒実績)

3.86人, 
70.1%

1.65人, 
29.9%

中小企業

採用できた
未充足 56.56人, 

92.7%

4.43人, 
7.3%

大企業

※従業員規模300人未満の企業を中小企業、1000人以上の企業を大企業として分析

②未充足分のカバー手法(18卒計画、17年度中途)

0.15人, 
26.3%

0.42人, 
73.7%

中小企業

新卒計画の増
加数
中途未経験採
用の増加数

1.78人, 
56.0%

1.4人, 
44.0%

大企業

4.08人 3.86人

0

1

2

3

4

5

中小企業

17新卒

18新卒

③1社当たり新卒採用数の推移(17卒→18卒)

55.48人 56.56人

0
10
20
30
40
50
60

大企業

【参考】大企業と中小企業の正規社員採用の相違点
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