
メーカー

企業向けの事業（BtoB）を行う企業にも着目しよう！
一般消費者向けの製品の製造、流通等に関わる企業（BtoC）だけではない。
企業向けの製品・サービスを取り扱う企業（BtoB）にも目を向けてみよう。

専攻と仕事の関連商品・サービス まずは専攻を活かせる企業に着目。ただし、文理不問の採用を行う企業も多い。
＜理系のあなたへ＞
メーカー、建設・建築の「技術職」はもちろん、サービス
の「設計」・「情報」・「金融」や、流通・小売の「卸売（商
社）」の「営業職」でも理工系の専門知識が活かせる部
門はある。専門以外でも、データ分析、物理や化学など、
理系的なものの見方・知識が役に立つ仕事も多い。

＜文系のあなたへ＞
新卒者は、学校の専攻に関わらず文理不問の採用を行う企業も多いので、興味
がある企業には直接聞いてみよう。理系のイメージが強いメーカー、建設・建築
でも「営業」・「事務」・「生産管理」・「製造」・「施工管理」など、文理問わず活躍
できる仕事も多く、専門知識は入社後研修で得られる場合もある。海外拠点の
ある企業、海外との取引がある企業などでは、語学が活かせるチャンスがある。
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消 
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者

素材

鉄鋼
石油
化学
薬品

繊維
紙パルプ
石
木材...

土木
土地造成
インフラ整備
基礎工事

建築
建物

施工

 （工場、商業施設、住宅、マンションなど）

 （設備工事、エクステリア、リフォームなど）

部品・部材

加工

流通・小売

サービス建設・建築

小売
百貨店
スーパー
コンビニ
ドラッグストア
専門店
ディーラー

機械　試作品　薬品　建材

自動車
電子・電気機器
精密機器

食品
医薬品
衣料

完成品

完成品

設計　開発

エネルギー
物流
情報・通信
金融
保険
レンタル

飲食
ホテル
福祉
医療
美容

教育
アミューズメント
イベント
施設管理
経済団体

不動産
設計
測量

直売

商社商社
運輸運輸

商社商社
運輸運輸

商社商社
運輸運輸

商社商社
運輸運輸

商社商社
運輸運輸

商社商社
運輸運輸

企業がエンドユーザー
である場合も多い

OK ナビデータブックで分類した４つの業種について図解します。

業種分類
発見！ OK企業

12 13



 �  代表者　代表取締役社長　岡崎　次郎
 �  創業／設立　1977年／ 1980年
 � 資本金・出資金　1,000万円 
 � 年商　12億円
 � 従業員・職員数／平均年齢
男53名・女21名／ 36歳

 �  勤務時間　8:00 ～ 17:10ほか
 � 年間労働時間　2,048時間
 � 休日　110日
 � 勤務所在地　岡崎市（本社）、安城市
 � 転勤の有無　無
 � インターンシップの有無　有

 � 初任給（職種により異なります）
大学院　　　200,000円
四大　　　　200,000円
短大　　　　180,000円
高専・専門　180,000円

 � 昇給　年1回（4月）
 � 賞与　年2回（7月・12月）
 � 福利厚生
各種社会保険

 � 手当
  住宅手当、通勤手当

 � 主な採用実績校
〇〇大学、〇〇大学、〇〇大学、〇〇大学、
〇〇高校、〇〇高校、〇〇専門学校、他

DATA　【企業データ】

利益率
利益率は業種により差の出る値なの
で、同業他社との比較がオススメ！

企業データの読み解き方就職活動の始め方・進め方
ここからは「DATABOOK」フル活用の方法をご案内 !
201 社にわたる企業紹介ページですが、気になる企業は、下部記載の企業データも必ず確認しましょう。
企業データのわかりにくい数値を読み解くことも、企業研究の 1 つです。
しっかりおさえてから、会社説明会や選考に臨みたいですね。

そんなきみのために、地元中小企業を知るための３大ポイント！

会社（組織）の魅力

仕事の魅力

待遇の魅力

岡崎エリアの企業研究にはOKナビ
が活躍。地元でやりたい仕事をみつ
けましょう。

□ 独自の技術・サービスにより長年業績が安定している会社★
□ 収益性の高い事業モデルを確立している会社★
□ 経営者との “キョリ” が近い（経営の一端を実感しやすい） 
□ 顧客や消費者との “キョリ” が近い（仕事の成果が実感できる）
□ 通勤 “キョリ” が短い（自宅から通える、短い通勤時間）

□ 「B to C」モデルのやりがい、「B to B」モデルのやりがい
※B to C…Business to Consumerの略。一般消費者向けのビジネスを行う企業のこと。
※B to B…Business to Businessの略。法人顧客向けのビジネスを行う企業のこと。

□ 自分の提案が “ かたち” になりやすい
　⇒　新しいチャレンジや業務改善に取り組みやすい!

□ 大企業と比較して、部署が細分化されていないので、
　 仕事を幅広く任せてもらえる
　⇒　業務の幅広さにやりがいを感じるタイプは、中小企業向き!

□ 文系出身でも、ものづくり（設計、生産技術、品質管理など） に携われる可能性アリ

□ 社員一人ひとりを大切にしている
　⇒　労働条件・環境などの整備に注力、教育研修・福利厚生制度も充実

□ 社員間のコミュニケーションが取れている
　⇒　社内の雰囲気がよく、社員の定着率も高いことが多い

HPや会社説明会だけでは分からな
い会社の雰囲気、実際に働いている
現場を見に行こう!
→実は、会社訪問を歓迎している中
小企業は多い!　まずは、メール等
で連絡してみよう。

【CHECK!】 

□経営理念・方針　
□社長のメッセージ　
□担当者が自社を理解しているか
創業間もない会社なら…
□創業者の経歴　　　
□安定した取引先・資本があるか
□創業までのスキル、人脈等　　
□優れたアイディアで起業

□どのような業界か
□ B to Cか、B to Bか
□会社の技術、商品、
　サービスの特徴や魅力

企業を知るためにあわせてオススメ

社員教育制度を確認しよう！
社員教育制度は説明会で詳細が聞けるケースも多い
が、すぐに確認したい項目です。基礎教育や業務上の
教育制度がある企業は定着率もよい傾向にあります。

休日
365日から所定労働日
数を差し引いた日数。

初任給
相場を知ったうえで、内訳も確認
しましょう。手当とともに、金額
が高い時はしっかり知りたい項目
です。

主な採用実績校
OBがいる先であれば、安心感にも
つながり、就職活動中に仕事内容
や雰囲気などを聞けるケースもあ
ります。

年間労働時間
2,080時間程度が一般的。変形労働時間制などを
採用している場合もあります。所定労働時間で計
算されているか、残業を含む時間なのか確認しま
しょう。

資本金・出資金
出資者が企業に拠出した金額
で、企業規模や安定性を計る
際に参考となる数値。

年商
１年間の総売上。企業規模だけ
でなく業種によっても大きく異
なります。

勤務所在地・転勤の有無
職種により勤務地や転勤の有
無が異なるケースもあるので
確認しましょう。

福利厚生
各種社会保険完備とある場合、健
康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険加入であることが一般的。

勤務時間
「〇〇ほか」とある場合、ほかにど
のような形態があるか、詳細を確認
しましょう。

迷ったときは「業界研究」「企業研究」に立ち戻ろう。

〈アドバイス〉
三浦法務事務所　所長　三浦　太介さん

（社会保険労務士・行政書士）　
※社会保険労務士……労働・社会保険に関する法律、人事労務管理の専門家

入社したいと思う会社と出会う
ためには笑顔で就職活動に臨む
ことが大切です

1

2

3

【SEARCH!】 事業内容

【ACTION!】会社訪問

でも、大企業で働く方がやっぱり安心 ??　

まずは「業界研究」からスタート。
どんな仕事がしたいのか?をイ
メージし、実現できそうな業界を
みつけましょう。

イメージ チェック 研究
業界の
①全体像
②特徴
③成長性（安定性）
は必ずcheck!

業界のイメージをつかんだら、
個別の「企業研究」へ。

これらの会社は
優良企業が多い

★

発見！ OK企業
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1

これから働く上で大切にしたいこと、これだけは必要だと思うことをいくつ
か書き出して優先順位をつけてみよう。

例）「やりがい」「安定」「お金」「人間関係」「勤務地」「持っている資格を活かせる」
「自宅から通える」「残業が少ない」「お客さんの笑顔」「周りの人に頼られること」「給
料アップや昇進を目指し評価されること」

COLUMN

知っている企業はごく一部。知らない業界や業種の企業の話も積極的に聞いてみよう。
合同企業説明会は出会いのチャンス。先入観を持たずいろいろな企業の話を聞いてみよう。

大切なのは「あなたの五感で企業を体感すること」。
玄関を入ったときの第一印象や社内・スタッフの雰囲気など、なんとなく「いいな」と思ったり、

「ちょっと違うかな」と感じたりします。その“感じ”を鍛えるためにはたくさんの企業訪問
をすることです。

自分に合う企業とは？

コラム

これをもとに企業を探そう！

『自分の価値観に合う企業』

幅広く企業の話を聞く

企業選びの“目”を鍛える3

同じ業界や業種、職種など複数の企業と比較してみよう。
「仕事内容」や「条件」、「働く環境」など比較することで客観的な視点から企業を見ることが
できます。

複数の企業を比較する2

「こんなふうに働きたい」　「こんなことがしたい」と
働き方のイメージが具体的になってくるはず！
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