(独)労働政策研究・研修機構 データアーカイブ

JILPT アーカイブ No.61

「今後の企業経営と雇用のあり方に関する調査」
（調査シリーズ No.104）の Read me

１

従業員数について
①報告書 100 頁から 117 頁において、総従業員数に対する各就業形態の人数の比率を集計

する際に用いた「各人数区分が全て欠損でない」ことを 1 として示す変数を「q4_go」として
追加しました。
②問 4 の各就業形態の人数を全て足し合わせ、カテゴリ化したものを変数「q4_1_ca」とし
て入れてあります。また、この総従業員数に対する各就業形態の人数の比率をカテゴリ化し
たものを、それぞれ変数「q4_1_go」～「q4_9_go」として入れてあります。カテゴリの内容
は、次のカテゴリ化の一覧をご覧ください。

２

自由記述欄の記入内容は含めていません。

３

次の調査項目の回答は、カテゴリ化してあります。

調査項目

変数名

カテゴリ
数

各カテゴリの内容、ラベル
「3 千万円以下」「3 千万円
超～5 千万円」「5 千万円超
～1 億円」「1 億円超～5 億

問２．年間総売上高

q2_1_ca

9 円」
「5 億円超～10 億円」
「10
億年超～50 億円」「50 億円
超～100 億円」「100 億円超」
「無回答」
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「赤字」
「500 万円以下」
「500
万円超～1 千万円」「1 千万
円超～3 千万円」「3 千万円
超～5 千万円」「5 千万円超
問２．経常利益

q2_2_ca

12 ～1 億円」「1 億円超～5 億
円」
「5 億円超～10 億円」
「10
億年超～50 億円」「50 億円
超～100 億円」「100 億円超」
「無回答」
「1954 年以前」「1955-1964
年」「1965-1974 年」
「1975-1984 年」
「1985-1994

問３．企業設立年

q3_ca

10 年」「1995-1999 年」
「2000-2004 年」
「2005-2009
年」「2010 年以降」「無回
答」
「0 人」「10 人未満」「10
人以上 20 人未満」「20 人以
上 30 人未満」「30 人以上 50
人未満」「50 人以上 100 人

問４．全従業員数

q4_1_ca

13

未満」「100 人以上 300 人未
満」
「300 人以上 500 人未満」
「500 人以上 1000 人未満」
「1000 人以上 5000 人未満」
「5000 人以上 1 万人未満」
「1 万人以上」「無回答」
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問４．全従業員数に占める
正社員割合
問４．全従業員数に占める
非正社員（全体）割合

q4_1_go

7

q4_2_go

7

q4_3_go

7

問４．全従業員数に占める
直接雇用・非正社員（定年
再雇用・嘱託、フルタイム
有期社員、パートタイム社

「0％」「10％未満」「10％
以上 30％未満」「30％以上

員、アルバイト・臨時の合

50％未満」「50％以上 80％

算）割合

未満」「80％以上」「無回答」

問４．全従業員数に占める
定年再雇用・嘱託割合
問４．全従業員数に占める
フルタイム有期社員割合
問４．全従業員数に占める
パートタイム社員割合
問４．全従業員数に占める
アルバイト・臨時割合

q4_4_go

7

q4_5_go

7

q4_6_go

7

q4_7_go

7
「0％」「10％未満」「10％

問４．全従業員数に占める
7

間接雇用・非正社員（派遣 q4_8_go
労働者）割合
問４．全従業員数に占める
その他労働者割合

以上 30％未満」「30％以上
50％未満」「50％以上 80％
未満」「80％以上」「無回答」

7

q4_9_go

「20 歳未満」「20 歳以上 25
歳未満」「25 歳以上 30 歳未
満」「30 歳以上 35 歳未満」
問９付問３．非正社員から
正社員への転換上限年齢

11

q9_sq3_2_ca

「35 歳以上 40 歳未満」「40
歳以上 45 歳未満」「45 歳以
上 50 歳未満」「50 歳以上 55
歳未満」「55 歳以上」「非
該当」「無回答」
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「5 人未満」「5 人以上 10 人
未満」
「10 人以上 20 人未満」
「20 人以上 30 人未満」「30
人以上 50 人未満」「50 人以
問９付問４．非正社員から
正社員への過去３年間の

上 100 人未満」「100 人以上
q9_sq4_2_ca

14 300 人未満」
「300 人以上 500

累積転換者数

人未満」「500 人以上 1000
人未満」「1000 人以上 5000
人未満」「5000 人以上 1 万
人未満」「1 万人以上」「非
該当」「無回答」
「1％未満」「1％以上 5％未
満」
「5％以上 10％未満」
「10％

問９付問４．非正社員（全
体）数に占める累積転換者 q9_sq4_go_ca

9

数割合

以上 30％未満」「30％以上
50％未満」「50％以上 80％
未満」「80％以上」「非該当」
「無回答

４

報告書の統計表の誤植について

・報告書 86 ページおよび 164～165 ページの附表 45 の表題に「問 10 付問 1．」とありますが、
「問 10 付問 2.」の誤りです。
・報告書 86 ページおよび 166～167 ページの附表 46 の表題に「問 10 付問 1．」とありますが
「問 10 付問 3.」の誤りです。
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