
 

 
問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

2021 年 12 月 24 日 

パーソルキャリア株式会社 

2019 年４月～2021 年 7 月版 

「doda 転職求人倍率」正誤表（2/2） 
 
■対象プレスリリース 

・2020年8月～2021年8月配信済「doda 転職求人倍率 2020年7月～2021年7月版」 

 

■正誤数値 

  

誤 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤 正

当月倍率 ー 1.61 1.68 1.65 1.72 1.61 1.70 1.65 1.74 1.79 1.90

前月比 ー -0.05 -0.02 ー ー -0.04 -0.02 ー ー 0.14 0.16

前年同月比 ー -0.87 -0.81 -1.14 -1.08 -1.08 -1.00 -0.87 -0.78 -1.02 -0.91

前月比 ー -3.9% -2.8% -5.9% -4.7% 2.9% 3.5% 6.2% 6.0% 2.4% 3.4%

前年同月比 ー -31.3% -34.0% -35.0% -36.8% -33.2% -34.7% -29.6% -31.2% -29.5% -30.5%

前月比 ー -1.1% -1.5% -8.1% -6.7% 5.4% 4.4% ー ー -5.6% -5.4%

前年同月比 ー 5.7% -2.3% 9.8% 3.0% 11.4% 3.5% 7.4% -0.2% 10.5% 2.9%

IT・通信 4.70 4.83 4.92 5.01 4.90 5.06 4.89 5.02 5.22 5.39

メディア 0.82 0.86 0.81 0.84 0.86 0.91 0.99 1.04 1.06 1.12

金融 1.86 1.76 1.70 1.57 1.61 1.59 1.75 1.71 1.70 1.80

メディカル 1.62 1.77 1.70 1.82 1.64 1.77 1.63 1.77 1.75 1.90

メーカー 1.16 1.23 1.18 1.24 1.14 1.21 1.16 1.22 1.23 1.30

商社・流通 0.70 0.73 0.68 0.71 0.66 0.70 0.69 0.73 0.77 0.80

小売・外食 0.51 0.52 0.55 0.57 0.49 0.53 0.49 0.52 0.53 0.57

サービス 1.72 1.82 1.78 1.88 1.73 1.85 1.80 1.92 2.02 2.17

その他 0.86 0.70 0.64 0.68 0.63 0.68 0.58 0.63 0.64 0.69

IT・通信 -0.13 -0.05 0.22 0.18 -0.02 0.05 -0.01 -0.04 0.33 0.37

メディア -0.08 -0.05 -0.01 -0.02 0.05 0.07 ー ー 0.07 0.08

金融 0.11 0.16 -0.16 -0.19 -0.09 0.02 0.14 0.12 -0.05 0.09

メディカル -0.08 -0.07 0.08 0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.00 0.12 0.13

メーカー -0.05 -0.04 0.02 0.01 -0.04 -0.03 0.02 0.01 0.07 0.08

商社・流通 ー ー ー ー -0.02 -0.01 ー ー 0.08 0.07

小売・外食 -0.07 -0.05 0.04 0.05 -0.06 -0.04 0.00 -0.01 0.04 0.05

サービス -0.04 -0.03 ー ー -0.05 -0.03 ー ー 0.22 0.25

その他 -0.02 -0.01 -0.22 -0.02 -0.01 0.00 ー ー ー ー

IT・通信 -2.54 -2.41 -3.41 -3.32 -2.95 -2.79 -2.16 -2.04 -2.63 -2.47

メディア -1.22 -1.18 -1.44 -1.41 -1.15 -1.10 -0.88 -0.83 -0.97 -0.91

金融 0.18 0.07 -0.29 -0.44 -0.35 -0.39 -0.06 -0.10 -0.36 -0.26

メディカル -0.58 -0.43 -0.83 -0.70 -0.75 -0.62 -0.74 -0.60 -0.78 -0.63

メーカー -0.79 -0.72 -0.99 -0.92 -0.91 -0.84 -0.79 -0.73 -0.87 -0.80

商社・流通 -0.45 -0.42 -0.55 -0.52 -0.52 -0.48 -0.46 -0.42 -0.49 -0.46

小売・外食 -0.38 -0.40 -0.43 -0.44 -0.52 -0.51 ー ー -0.52 -0.51

サービス -1.00 -0.90 -1.29 -1.18 -1.30 -1.17 -1.04 -0.92 -1.20 -1.05

その他 -0.27 -0.43 -0.63 -0.59 -0.65 -0.60 -0.62 -0.57 -0.70 -0.65

IT・通信 -2.8% -1.4% -2.7% -2.3% 4.9% 5.2% 2.3% 2.2% 1.4% 2.0%

メディア -10.8% -8.3% -8.1% -7.6% 11.9% 12.0% 17.6% 17.8% ー ー

金融 2.8% 5.5% -13.5% -14.2% -0.7% 5.4% 14.5% 13.3% -7.0% 0.3%

メディカル -4.3% -3.8% ー ー 6.7% 7.0% ー ー ー ー

メーカー -4.9% -4.5% -4.6% -4.5% 2.8% 3.0% 3.1% 3.2% 1.0% 1.2%

商社・流通 -9.4% -8.8% -9.7% -9.6% ー ー ー ー 2.2% 2.4%

小売・外食 -13.9% -10.9% -4.0% -0.7% -7.8% -6.4% 0.3% 0.4% 4.8% 5.0%

サービス -3.4% -2.5% -5.9% -4.6% 2.1% 2.3% 9.7% 9.3% 5.3% 6.0%

その他 -4.4% -5.2% -30.0% -6.3% 4.0% 4.3% ー ー 3.7% 3.8%

IT・通信 -30.9% -33.4% -31.8% -34.0% -26.6% -28.7% -24.4% -26.7% -25.2% -27.1%

メディア -56.6% -57.2% -58.8% -59.1% -50.1% -50.4% -40.1% -40.3% -39.3% -39.5%

金融 -7.6% -18.9% -22.6% -32.6% -24.6% -30.2% -13.3% -20.2% -22.1% -22.7%

メディカル -27.8% -28.2% -32.4% -32.7% -26.9% -27.0% -26.4% -26.5% -22.3% -22.4%

メーカー -40.3% -40.6% -41.8% -42.1% -39.7% -39.9% -37.7% -37.9% -37.4% -37.5%

商社・流通 -40.5% -40.8% -43.7% -43.8% -42.1% -42.2% -38.0% -38.1% -38.2% -38.3%

小売・外食 -38.0% -44.4% -38.7% -43.1% -45.5% -48.6% -45.4% -48.4% -43.9% -46.9%

サービス -26.6% -29.0% -32.0% -33.2% -32.4% -33.5% -27.3% -28.7% -26.1% -27.0%

その他 -21.4% -42.0% -45.4% -46.2% -47.4% -47.9% -49.6% -50.2% -48.9% -49.5%

当月倍率

前月比

前年同月比

業種別求

人増加率

前月比

前年同月比

求人倍率

求人数

転職希望

者数

業種別求

人倍率

20年10月版 20年11月版20年7月版 20年8月版 20年9月版

mailto:koho@persol.co.jp


 

 
問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

 

 

 

 

誤 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤 正

営業系 1.39 1.36 ー ー 1.31 1.32 1.45 1.44 1.59 1.64

企画・管理系 1.26 1.30 1.26 1.30 1.25 1.30 1.26 1.31 1.33 1.38

技術系（IT・通信） 6.60 6.83 6.91 7.10 6.67 6.94 6.64 6.88 7.29 7.58

技術系（電気・機械） 2.64 2.68 2.63 2.71 2.51 2.62 2.65 2.78 2.90 3.04

技術系（メディカル） 1.36 1.53 1.50 1.64 1.47 1.62 1.39 1.56 1.49 1.67

技術系（化学・食品） 0.82 0.89 0.88 0.93 0.84 0.90 0.86 0.92 0.92 0.99

技術系（建築・土木） 4.24 4.56 4.60 4.91 4.35 4.67 4.25 4.60 4.68 5.00

専門職 5.95 6.07 5.99 6.07 5.75 5.83 ー ー 5.95 6.05

クリエイティブ系 0.95 1.01 1.00 1.05 0.99 1.05 1.03 1.09 1.16 1.23

販売・サービス系 0.45 0.50 0.48 0.54 0.45 0.52 0.44 0.52 0.46 0.54

事務・アシスタント系 0.18 0.14 0.18 0.15 ー ー ー ー ー ー

営業系 0.00 0.02 -0.10 -0.07 0.02 0.03 0.14 0.12 0.14 0.20

企画・管理系 ー ー ー ー -0.01 0.00 ー ー ー ー

技術系（IT・通信） -0.45 -0.36 0.31 0.27 -0.24 -0.16 -0.03 -0.06 0.65 0.70

技術系（電気・機械） -0.25 -0.21 -0.01 0.03 -0.12 -0.09 0.14 0.16 0.25 0.26

技術系（メディカル） 0.02 0.03 0.14 0.11 -0.03 -0.02 -0.08 -0.06 0.10 0.11

技術系（化学・食品） -0.07 -0.06 0.06 0.04 -0.04 -0.03 ー ー 0.06 0.07

技術系（建築・土木） 0.00 0.04 0.36 0.35 -0.25 -0.24 -0.10 -0.07 0.43 0.40

専門職 0.29 0.32 0.04 0.00 ー ー -0.12 -0.20 0.32 0.42

クリエイティブ系 -0.01 0.01 0.05 0.04 -0.01 0.00 ー ー 0.13 0.14

販売・サービス系 ー ー 0.03 0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 ー ー

事務・アシスタント系 ー ー 0.00 0.01 -0.03 0.00 ー ー ー ー

営業系 -0.86 -0.90 ー ー -1.25 -1.24 -0.95 -0.96 -1.00 -0.96

企画・管理系 -0.75 -0.71 -0.93 -0.89 -0.89 -0.84 -0.81 -0.75 -0.85 -0.80

技術系（IT・通信） -3.13 -2.90 -3.92 -3.73 -3.66 -3.38 -2.76 -2.51 -3.00 -2.70

技術系（電気・機械） -1.65 -1.61 -2.31 -2.23 -2.12 -2.01 -1.70 -1.57 -1.78 -1.63

技術系（メディカル） -0.34 -0.17 -0.42 -0.28 -0.31 -0.16 -0.27 -0.10 -0.51 -0.33

技術系（化学・食品） -0.52 -0.45 -0.66 -0.61 -0.64 -0.58 -0.55 -0.49 -0.60 -0.53

技術系（建築・土木） -1.25 -0.93 -1.44 -1.13 -1.51 -1.19 -1.58 -1.23 -2.13 -1.80

専門職 -1.04 -0.92 -1.92 -1.84 -1.68 -1.60 ー ー -2.09 -1.99

クリエイティブ系 -0.75 -0.69 -0.90 -0.85 -0.89 -0.83 -0.70 -0.64 -0.75 -0.68

販売・サービス系 -0.53 -0.56 -0.72 -0.68 -0.63 -0.65 ー ー -0.70 -0.72

事務・アシスタント系 -0.11 -0.14 -0.13 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.10 -0.14 -0.12

営業系 -1.9% -0.6% -13.5% -10.9% 7.0% 7.6% 13.9% 12.3% 3.8% 8.0%

企画・管理系 -3.0% -2.5% -3.1% -3.0% 3.3% 3.4% 3.1% 3.2% 0.8% 0.9%

技術系（IT・通信） -4.0% -2.8% -3.4% -2.8% 3.2% 3.4% 3.9% 4.3% 4.5% 4.7%

技術系（電気・機械） -6.8% -5.7% -7.5% -5.0% 2.2% 2.7% 7.2% 7.4% 2.8% 3.2%

技術系（メディカル） -4.2% -3.7% ー ー ー ー 4.0% 4.1% ー ー

技術系（化学・食品） -2.4% -1.9% -2.6% -2.5% ー ー 5.1% 5.2% ー ー

技術系（建築・土木） -1.8% -0.8% -3.8% -3.6% 1.8% 1.9% 4.2% 4.3% 0.2% 0.4%

専門職 3.8% 4.5% -4.2% -4.3% ー ー 3.2% 2.5% -2.4% -1.6%

クリエイティブ系 -5.0% -4.2% -2.6% -2.1% 4.4% 4.5% 7.2% 7.4% ー ー

販売・サービス系 -17.3% -15.8% -4.2% -1.8% -1.7% -0.3% 3.5% 3.6% ー ー

事務・アシスタント系 -2.0% -1.7% -6.7% -3.8% -16.9% 2.4% ー ー ー ー

営業系 -37.9% -42.6% -46.7% -49.2% -44.2% -46.5% -36.9% -40.4% -34.5% -35.6%

企画・管理系 -38.9% -39.1% -37.4% -37.6% -35.3% -35.5% -33.9% -34.0% -34.6% -34.7%

技術系（IT・通信） -27.3% -29.3% -28.0% -29.5% -24.8% -26.3% -21.5% -22.8% -19.8% -21.0%

技術系（電気・機械） -36.2% -39.2% -41.7% -42.9% -40.2% -41.1% -35.3% -36.2% -34.3% -35.0%

技術系（メディカル） -14.7% -15.2% -13.6% -14.0% -7.1% -7.5% -7.0% -7.3% -13.0% -13.2%

技術系（化学・食品） -35.1% -35.5% -37.5% -37.8% -37.1% -37.4% -35.4% -35.7% -32.0% -32.3%

技術系（建築・土木） -11.2% -12.3% -15.0% -15.8% -15.3% -16.2% -15.0% -15.8% -20.3% -20.9%

専門職 -17.2% -20.0% -21.5% -24.2% -19.2% -22.0% -17.2% -20.6% -22.1% -24.7%

クリエイティブ系 -37.0% -37.9% -38.8% -39.3% -35.8% -36.3% -30.3% -30.7% -26.9% -27.3%

販売・サービス系 -47.3% -51.6% -51.3% -54.2% -51.4% -53.6% -50.3% -52.4% -52.8% -54.9%

事務・アシスタント系 -37.2% -50.6% -41.5% -52.6% ー ー -42.8% -42.9% -41.6% -41.7%

当月倍率

前月比

前年同月比

職種別求

人増加率

前月比

前年同月比

職種別求

人倍率

20年9月版 20年10月版 20年11月版20年7月版 20年8月版

mailto:koho@persol.co.jp


 

 
問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

 

 

 

 

誤 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤 正

当月倍率 ー 2.02 2.16 1.83 1.96 1.92 2.04 1.86 2.02 1.88 2.04

前月比 ー 0.23 0.26 -0.19 -0.20 0.09 0.08 -0.06 -0.02 ー ー

前年同月比 ー -1.12 -0.99 -0.77 -0.64 -0.60 -0.48 -0.68 -0.52 -0.70 -0.54

前月比 ー 3.4% 3.6% ー ー 3.2% 2.9% -1.6% -1.3% 2.6% 3.0%

前年同月比 ー -27.1% -28.0% -22.9% -23.8% -18.6% -19.8% -20.7% -21.5% -9.1% -9.8%

前月比 ー -8.1% -9.1% 14.8% 15.0% -1.6% -1.1% 1.3% -0.1% ー ー

前年同月比 ー 13.6% 4.6% 9.3% 0.8% 6.9% -0.9% 8.0% -1.3% 24.5% 13.8%

IT・通信 5.78 6.05 5.40 5.65 5.75 6.01 5.58 5.89 5.72 6.08

メディア 1.04 1.10 1.00 1.06 1.11 1.16 1.16 1.23 1.16 1.23

金融 1.69 1.79 1.52 1.62 1.52 1.63 1.39 1.52 1.43 1.54

メディカル 2.01 2.21 1.83 2.01 1.49 2.05 1.45 2.01 1.42 2.00

メーカー 1.42 1.52 1.25 1.33 1.57 1.37 1.59 1.36 1.60 1.41

商社・流通 0.92 0.98 0.86 0.91 1.04 1.10 0.80 0.85 0.81 0.86

小売・外食 0.66 0.72 0.59 0.63 ー ー 0.74 0.61 0.70 0.59

サービス 2.29 2.49 2.08 2.25 2.45 2.33 1.88 2.34 1.94 2.37

その他 0.73 0.80 0.65 0.71 0.80 0.74 0.86 0.64 0.88 0.66

IT・通信 0.56 0.66 -0.38 -0.40 0.35 0.36 -0.17 -0.12 0.14 0.19

メディア ー ー ー ー 0.11 0.10 0.05 0.07 ー ー

金融 ー ー ー ー 0.00 0.01 -0.13 -0.11 0.04 0.02

メディカル 0.26 0.31 -0.18 -0.20 -0.34 0.04 ー ー -0.03 -0.01

メーカー 0.19 0.22 -0.17 -0.19 0.32 0.04 0.02 -0.01 0.01 0.05

商社・流通 0.15 0.18 -0.06 -0.07 0.18 0.19 -0.24 -0.25 ー ー

小売・外食 0.13 0.15 -0.07 -0.09 0.07 0.03 0.08 -0.05 -0.04 -0.02

サービス 0.27 0.32 -0.21 -0.24 0.37 0.08 -0.57 0.01 0.06 0.03

その他 0.09 0.11 -0.08 -0.09 0.15 0.03 0.06 -0.10 ー ー

IT・通信 -3.06 -2.80 -1.95 -1.71 -1.05 -0.80 -1.46 -1.16 -2.13 -1.78

メディア -1.30 -1.24 -0.88 -0.82 -0.69 -0.64 -0.54 -0.47 -0.42 -0.35

金融 -0.62 -0.52 -0.34 -0.23 -0.65 -0.56 -0.80 -0.67 -0.67 -0.56

メディカル -0.62 -0.42 -0.50 -0.32 -0.74 -0.18 -0.83 -0.27 -0.96 -0.38

メーカー -0.89 -0.79 -0.72 -0.64 -0.30 -0.50 -0.31 -0.54 -0.32 -0.51

商社・流通 -0.49 -0.43 -0.33 -0.28 -0.11 -0.05 -0.35 -0.30 -0.34 -0.29

小売・外食 -0.56 -0.53 -0.50 -0.49 -0.64 -0.66 -0.58 -0.71 -0.52 -0.64

サービス -1.37 -1.17 -0.86 -0.68 -0.32 -0.44 -0.87 -0.41 -0.80 -0.37

その他 -0.68 -0.61 -0.52 -0.46 -0.33 -0.39 -0.34 -0.56 -0.30 -0.52

IT・通信 3.0% 3.4% ー ー 2.3% 2.5% ー ー 0.6% 1.5%

メディア -9.7% -9.8% ー ー ー ー 5.8% 5.9% ー ー

金融 ー ー 3.6% 3.9% -4.8% -4.7% -7.4% -5.3% 2.5% 0.2%

メディカル 2.6% 2.7% ー ー ー ー ー ー ー ー

メーカー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

商社・流通 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

小売・外食 12.7% 13.5% 4.0% 2.1% 10.0% 3.6% -12.8% -10.3% 0.3% 3.1%

サービス 3.9% 4.1% 5.4% 5.5% 3.1% 2.9% -1.2% -0.9% 4.8% 5.0%

その他 7.9% 8.0% 6.5% 6.6% ー ー -18.1% -18.2% 6.2% 6.3%

IT・通信 -22.8% -24.5% -17.4% -19.2% -12.4% -14.2% -11.5% -13.3% -5.2% -6.3%

メディア -46.4% -46.6% -39.6% -39.8% -33.0% -33.2% -26.5% -26.7% -9.4% -9.7%

金融 -26.4% -27.0% ー ー -31.1% -32.1% -36.1% -34.8% -15.7% -16.0%

メディカル -16.8% -16.9% -17.8% -17.9% -11.9% -12.0% -14.2% -14.3% -1.5% -1.6%

メーカー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

商社・流通 -29.3% -29.4% -26.3% -26.4% ー ー ー ー -10.5% -10.6%

小売・外食 -39.2% -42.0% -41.8% -45.4% -44.7% -50.9% -52.9% -56.1% -46.3% -48.6%

サービス -23.9% -24.7% -16.9% -17.5% -10.7% -11.5% -12.7% -13.3% 0.1% -0.4%

その他 -44.2% -44.8% -40.2% -40.7% -38.1% -38.6% -50.3% -50.8% -37.9% -38.5%

20年12月版 21年1月版 21年2月版 21年3月版 21年4月版

業種別求

人増加率

前月比

前年同月比

求人倍率

求人数

転職希望

者数

業種別求

人倍率

当月倍率

前月比

前年同月比
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問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

 

 

 

 

誤 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤 正

営業系 1.69 1.77 1.54 1.60 1.59 1.65 1.51 1.59 1.62 1.71

企画・管理系 1.49 1.55 1.42 1.48 1.53 1.59 1.51 1.59 1.70 1.78

技術系（IT・通信） 8.08 8.48 8.08 8.44 8.67 9.07 8.02 8.45 8.34 8.81

技術系（電気・機械） 3.29 3.47 2.90 3.09 3.07 3.13 2.86 3.07 2.93 3.14

技術系（メディカル） 1.70 1.92 1.52 1.71 1.59 1.80 1.61 1.84 1.54 1.75

技術系（化学・食品） 1.03 1.12 0.95 1.03 1.00 1.08 0.96 1.04 0.90 0.98

技術系（建築・土木） 5.31 5.72 4.80 5.22 4.54 5.19 4.65 5.06 4.68 5.09

専門職 5.90 6.05 5.25 5.45 5.78 6.05 6.07 6.37 5.38 5.64

クリエイティブ系 1.33 1.41 1.23 1.31 1.28 1.35 1.29 1.39 1.26 1.36

販売・サービス系 0.59 0.70 0.57 0.68 0.60 0.70 0.53 0.63 0.52 0.63

事務・アシスタント系 0.23 0.24 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 0.18 0.19

営業系 0.10 0.13 -0.15 -0.17 ー ー -0.08 -0.06 0.11 0.12

企画・管理系 0.16 0.17 ー ー ー ー -0.02 0.00 ー ー

技術系（IT・通信） 0.79 0.90 0.00 -0.04 0.59 0.63 -0.65 -0.62 0.32 0.36

技術系（電気・機械） 0.39 0.43 -0.39 -0.38 0.17 0.04 -0.21 -0.06 ー ー

技術系（メディカル） 0.21 0.25 -0.18 -0.21 0.07 0.09 0.02 0.04 -0.07 -0.09

技術系（化学・食品） 0.11 0.13 -0.08 -0.09 ー ー ー ー ー ー

技術系（建築・土木） 0.63 0.72 -0.51 -0.50 -0.26 -0.03 0.11 -0.13 ー ー

専門職 -0.05 0.00 -0.65 -0.60 0.53 0.60 0.29 0.32 -0.69 -0.73

クリエイティブ系 0.17 0.18 ー ー 0.05 0.04 0.01 0.04 ー ー

販売・サービス系 0.13 0.16 ー ー 0.03 0.02 ー ー -0.01 0.00

事務・アシスタント系 0.05 0.06 ー ー 0.02 0.00 -0.02 0.00 ー ー

営業系 -1.26 -1.19 -0.76 -0.70 -0.70 -0.65 -0.82 -0.74 -0.61 -0.53

企画・管理系 -0.90 -0.84 -0.73 -0.66 -0.49 -0.43 -0.48 -0.40 -0.35 -0.27

技術系（IT・通信） -3.28 -2.87 -1.69 -1.32 -0.02 0.39 -1.39 -0.95 -2.37 -1.90

技術系（電気・機械） -1.98 -1.80 -1.49 -1.30 -0.92 -0.86 -1.21 -1.00 -1.49 -1.28

技術系（メディカル） -0.30 -0.08 -0.17 0.02 -0.02 0.19 -0.01 0.22 -0.17 0.04

技術系（化学・食品） -0.69 -0.60 -0.46 -0.38 -0.46 -0.38 -0.34 -0.26 -0.36 -0.28

技術系（建築・土木） -2.20 -1.79 -1.35 -0.92 -1.00 -0.34 -0.85 -0.44 -1.16 -0.74

専門職 -2.53 -2.38 -2.29 -2.09 -1.61 -1.34 -1.57 -1.27 -2.52 -2.26

クリエイティブ系 -0.77 -0.69 -0.48 -0.40 -0.32 -0.25 -0.24 -0.14 -0.30 -0.20

販売・サービス系 ー ー -0.59 -0.58 -0.76 -0.78 ー ー -0.66 -0.63

事務・アシスタント系 -0.17 -0.13 -0.14 -0.11 -0.12 -0.10 -0.12 -0.08 -0.11 -0.08

営業系 0.4% 0.7% 6.0% 5.8% 0.3% 0.0% -5.8% -4.7% 4.3% 4.4%

企画・管理系 ー ー ー ー 6.3% 6.4% ー ー 7.7% 7.8%

技術系（IT・通信） 4.9% 5.1% 5.6% 5.1% 3.4% 3.3% ー ー 2.4% 3.1%

技術系（電気・機械） 2.6% 2.7% ー ー ー ー -2.7% -1.9% 3.2% 3.3%

技術系（メディカル） ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

技術系（化学・食品） 1.1% 1.2% ー ー 3.8% 3.9% ー ー ー ー

技術系（建築・土木） 1.6% 1.7% 3.3% 3.5% 3.3% 3.4% ー ー 2.5% 2.6%

専門職 -3.1% -3.2% -2.9% -0.8% 3.5% 4.7% 7.2% 6.2% ー ー

クリエイティブ系 4.0% 4.1% 5.4% 5.5% ー ー ー ー ー ー

販売・サービス系 14.9% 16.6% 15.4% 15.6% 4.1% 1.3% -14.4% -14.9% 7.4% 9.6%

事務・アシスタント系 ー ー ー ー 10.7% 5.2% -3.7% 1.4% ー ー

営業系 -34.5% -35.4% -26.4% -27.4% -24.8% -26.4% -29.8% -30.3% -12.7% -13.4%

企画・管理系 -31.4% -31.5% -28.0% -28.1% -20.6% -20.7% ー ー ー ー

技術系（IT・通信） -14.8% -15.9% -9.2% -10.7% -1.8% -3.5% -3.5% -5.1% 4.4% 3.4%

技術系（電気・機械） -32.9% -33.6% -31.0% -31.7% -24.2% -24.9% -27.9% -28.0% -18.8% -18.9%

技術系（メディカル） -4.7% -4.9% -5.8% -5.9% 2.8% 2.7% 0.9% 0.8% 17.0% 16.8%

技術系（化学・食品） -31.3% -31.5% -28.6% -28.8% -30.5% -30.7% -24.8% -25.0% -13.7% -14.0%

技術系（建築・土木） -20.3% -20.9% -17.4% -17.7% -10.1% -10.4% -11.4% -11.8% -2.7% -3.0%

専門職 -23.0% -25.7% -25.0% -26.0% -21.5% -21.8% -17.1% -18.1% -17.0% -18.0%

クリエイティブ系 -22.2% -22.6% -16.4% -16.8% -10.2% -10.6% -5.1% -5.5% 6.7% 6.3%

販売・サービス系 -47.5% -49.0% -42.9% -44.4% -47.7% -50.4% -55.8% -57.7% -43.7% -45.1%

事務・アシスタント系 -38.1% -38.2% ー ー -32.3% -35.8% ー ー -18.5% -18.6%

職種別求

人増加率

前月比

前年同月比

職種別求

人倍率

当月倍率

前月比

前年同月比

20年12月版 21年1月版 21年2月版 21年3月版 21年4月版
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問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤 正 誤 正 誤 正

当月倍率 ー 1.85 2.01 1.86 2.01 2.15 2.31

前月比 ー ー ー 0.01 0.00 0.29 0.30

前年同月比 ー -0.18 -0.02 0.20 0.31 0.54 0.63

前月比 ー 2.1% 2.3% 5.0% 4.9% 6.1% 5.8%

前年同月比 ー 16.2% 15.6% 21.8% 27.3% 34.5% 38.6%

前月比 ー 3.6% 4.1% 4.9% 5.0% -8.3% -8.1%

前年同月比 ー 27.2% 16.8% 9.0% 8.1% 1.1% 0.9%

IT・通信 5.63 6.01 5.53 5.90 6.41 6.82

メディア 1.19 1.25 1.22 1.28 1.39 1.47

金融 1.26 1.35 1.35 1.45 1.49 1.59

メディカル 1.37 1.92 1.40 1.98 1.59 2.23

メーカー 1.57 1.38 1.56 1.37 1.82 1.59

商社・流通 0.80 0.85 0.84 0.90 0.95 1.01

小売・外食 0.70 0.60 0.74 0.65 0.75 0.67

サービス 1.93 2.35 1.91 2.32 2.28 2.74

その他 0.77 0.57 0.76 0.55 0.88 0.65

IT・通信 -0.09 -0.07 -0.10 -0.11 0.88 0.92

メディア 0.03 0.02 ー ー 0.17 0.19

金融 -0.17 -0.19 0.09 0.10 ー ー

メディカル -0.05 -0.08 0.03 0.06 0.19 0.25

メーカー ー ー ー ー 0.26 0.22

商社・流通 ー ー 0.04 0.05 ー ー

小売・外食 0.00 0.01 0.04 0.05 0.01 0.02

サービス -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 0.37 0.42

その他 -0.11 -0.09 -0.01 -0.02 0.12 0.10

IT・通信 -0.21 0.15 0.70 1.02 1.71 1.99

メディア 0.04 0.10 0.32 0.37 0.57 0.61

金融 -0.51 -0.42 -0.40 -0.15 -0.37 -0.17

メディカル -0.68 -0.13 -0.30 0.14 -0.03 0.46

メーカー -0.01 -0.19 0.35 0.10 0.66 0.36

商社・流通 -0.11 -0.06 0.08 0.11 0.25 0.28

小売・外食 -0.04 -0.14 0.16 0.08 0.24 0.15

サービス -0.27 0.15 0.15 0.47 0.56 0.92

その他 -0.09 -0.29 -0.12 -0.16 0.02 -0.05

IT・通信 2.2% 2.4% 5.1% 5.3% 4.5% 5.0%

メディア ー ー ー ー ー ー

金融 -5.1% -4.7% ー ー ー ー

メディカル ー ー ー ー ー ー

メーカー ー ー ー ー ー ー

商社・流通 ー ー ー ー ー ー

小売・外食 1.5% 4.0% 12.2% 12.4% ー ー

サービス ー ー 2.3% 1.7% 8.8% 7.7%

その他 ー ー ー ー 6.5% 6.6%

IT・通信 21.3% 20.0% 24.4% 30.1% 33.7% 38.4%

メディア 20.5% 20.2% 38.1% 43.5% 65.5% 67.2%

金融 ー ー -10.0% 4.4% -11.1% 0.6%

メディカル 14.4% 14.3% 20.8% 21.9% 34.9% 35.4%

メーカー ー ー 16.5% 17.6% 29.2% 29.9%

商社・流通 ー ー 23.0% 24.3% 40.4% 41.0%

小売・外食 -10.7% -12.2% 2.9% 13.5% 16.8% 24.4%

サービス 28.3% 27.7% 32.2% 36.5% 48.9% 50.8%

その他 -20.7% -21.5% -33.3% -11.1% -25.7% -0.1%

当月倍率

前月比

前年同月比

業種別求

人増加率

前月比

前年同月比

求人倍率

求人数

転職希望

者数

業種別求

人倍率

21年6月版 21年7月版21年5月版
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問い合わせ先  パーソルキャリア株式会社（旧社名：インテリジェンス） 広報部 

TEL：03-6757-4266 FAX：03-6385-6134 koho@persol.co.jp 

 

 

 

誤 正 誤 正 誤 正

営業系 1.61 1.70 1.61 1.67 1.92 1.95

企画・管理系 1.63 1.71 1.68 1.76 1.97 2.05

技術系（IT・通信） 8.25 8.78 7.84 8.31 9.17 9.68

技術系（電気・機械） 2.97 3.17 3.04 3.12 3.45 3.68

技術系（メディカル） 1.48 1.68 1.51 1.72 1.74 1.98

技術系（化学・食品） 0.83 0.90 0.83 0.90 1.01 1.09

技術系（建築・土木） 4.58 4.96 4.41 4.81 5.21 5.65

専門職 5.16 5.42 5.12 5.36 5.86 6.12

クリエイティブ系 1.32 1.41 1.31 1.40 1.51 1.61

販売・サービス系 0.49 0.60 0.52 0.63 0.55 0.67

事務・アシスタント系 ー ー ー ー ー ー

営業系 ー ー 0.00 -0.03 0.31 0.28

企画・管理系 ー ー ー ー ー ー

技術系（IT・通信） -0.09 -0.03 -0.41 -0.47 1.33 1.37

技術系（電気・機械） 0.04 0.03 0.07 -0.05 0.41 0.56

技術系（メディカル） -0.06 -0.07 0.03 0.04 0.23 0.26

技術系（化学・食品） -0.07 -0.08 ー ー 0.18 0.19

技術系（建築・土木） -0.10 -0.13 -0.17 -0.15 0.80 0.84

専門職 ー ー -0.04 -0.06 0.74 0.76

クリエイティブ系 0.06 0.05 ー ー 0.20 0.21

販売・サービス系 ー ー ー ー 0.03 0.04

事務・アシスタント系 0.01 0.00 ー ー ー ー

営業系 0.04 0.13 0.22 0.33 0.53 0.59

企画・管理系 0.12 0.21 0.41 0.45 0.71 0.75

技術系（IT・通信） -0.39 0.14 0.79 1.12 2.57 2.85

技術系（電気・機械） -0.60 -0.40 0.15 0.23 0.81 1.00

技術系（メディカル） -0.23 -0.02 0.17 0.22 0.38 0.45

技術系（化学・食品） -0.37 -0.30 -0.06 -0.05 0.19 0.20

技術系（建築・土木） -0.73 -0.35 0.17 0.29 0.97 1.09

専門職 -1.28 -1.02 -0.54 -0.39 -0.09 0.05

クリエイティブ系 0.09 0.18 0.35 0.40 0.56 0.60

販売・サービス系 -0.25 -0.19 -0.01 0.05 0.10 0.17

事務・アシスタント系 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.06 0.10

営業系 6.5% 6.7% 5.9% 4.3% 9.1% 6.9%

企画・管理系 ー ー ー ー ー ー

技術系（IT・通信） 1.7% 2.0% 3.0% 3.1% 4.4% 4.8%

技術系（電気・機械） ー ー ー ー ー ー

技術系（メディカル） ー ー ー ー ー ー

技術系（化学・食品） ー ー ー ー ー ー

技術系（建築・土木） ー ー 3.8% 3.9% ー ー

専門職 ー ー 2.5% 3.4% ー ー

クリエイティブ系 ー ー ー ー ー ー

販売・サービス系 -6.5% -5.2% 6.9% 8.0% ー ー

事務・アシスタント系 6.4% 6.5% ー ー ー ー

営業系 25.6% 24.7% 27.1% 36.4% 41.3% 46.7%

企画・管理系 29.7% 29.6% 42.1% 43.4% 56.0% 56.5%

技術系（IT・通信） 24.9% 24.0% 27.2% 31.4% 38.3% 41.6%

技術系（電気・機械） 6.0% 5.8% 12.3% 19.1% 29.3% 35.5%

技術系（メディカル） 19.6% 19.4% 28.4% 29.4% 42.5% 42.9%

技術系（化学・食品） -6.3% -6.7% 15.2% 16.2% 26.3% 26.7%

技術系（建築・土木） 11.1% 10.7% 15.8% 18.1% 26.3% 27.5%

専門職 0.3% -0.8% 1.8% 5.8% 4.2% 7.5%

クリエイティブ系 30.2% 29.7% 40.6% 43.1% 51.5% 52.8%

販売・サービス系 -14.5% -15.5% 0.6% 9.3% 23.6% 32.0%

事務・アシスタント系 ー ー 30.1% 66.0% 33.8% 70.2%

当月倍率

前月比

前年同月比

職種別求

人増加率

前月比

前年同月比

職種別求

人倍率

21年7月版21年5月版 21年6月版
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