
独立行政法人日本貿易保険の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　　　　日本貿易保険の役員報酬規則に則り、経済産業省独立行政法人評価委員会の５段階の業績

　　　評価に従い、役員報酬を決定している。具体的には前年度の業績評価結果を踏まえ、翌年度に

　　　業績給を支給することとしている。算定方法は以下のとおり。

　　　　業績給＝（前年度の全期間就任したものとして支給される本俸、地域付加給及び賞与額）×評価係数

　　　　　※評価係数　ＡＡ：0.300、Ａ：0.225、Ｂ：0.150、Ｃ：0.075、Ｄ：0.00

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長　　　　　　国家公務員の人事院勧告を踏まえた対応に加え、平成24年2月に成立した国家公務員の給与

　　　　　　の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号、以下「特例法」という。）に基づく国家

　　　　　　公務員の給与見直しに準じて、平成24年4月1日から本俸月額、賞与、業績給の９．７７％をそれ

　　　　　　ぞれ引き下げた。

理事 　　　　　　国家公務員の人事院勧告を踏まえた対応に加え、特例法に基づく国家公務員の給与の見直し

　　　　　　に準じて、平成24年4月1日から本俸月額、賞与、業績給の９．７７％をそれぞれ引き下げた。

監事 　　　　　　国家公務員の人事院勧告を踏まえた対応に加え、特例法に基づく国家公務員の給与の見直し

　　　　　　に準じて、平成24年4月1日から本俸月額、賞与、業績給の９．７７％をそれぞれ引き下げた。

監事 　　　　　　報酬基準の改定は特に行っていない。

（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,934 12,079 5,536
2,174
145
（地域付加給）
（通勤手当） *

千円 千円 千円 千円

16,712 10,317 4,248
1,857
290
（地域付加給）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,941 9,565 4,383
1,722
271
（地域付加給）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

235 235 平成23年4月30日

千円 千円 千円 千円

11,913 7,547 2,903
1,358
105
（地域付加給）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

800 800

注１：「地域付加給」は、物価の高い地域に在職する役員に報酬水準の調整を図るために支給される
　　　ものである。
注２：当法人においては、報酬額のうち業績給については翌年度に支給している。
注３：本表の「前職」欄の「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、
　　　空欄は該当がない場合であることを示す。

A理事

C理事

B理事

前職

A監事

B監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長



３　役員の退職手当の支給状況（平成２４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職摘　　要

監事

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事

法人での在職期間



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　　各業務プロセスの合理化や担当職員の能力の向上、外部委託の適切な活用の取り組み、一層
　　の業務効率の向上を図るとともに、組織編成・人員配置が業務量の負担に対応した適切なものと
　　なるよう常に注視し、必要に応じた見直しを行う。
　　　なお、平成18年度から年功的な給与体系を見直し、職務・職責に応じた給与制度に転換すると
　　ともに、専門的な業務遂行能力に対して適切な処遇を行うよう人事制度の見直しを実施している。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方
　　　独立行政法人通則法に則り、社会一般の情勢（人事院勧告を含む）及び目標管理制度に基づ
　　く職員個々の評価を考慮し、給与水準を決定している。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　　目標管理制度に基づく職員個々の評価（５段階）及び経済産業省独立行政法人評価委員会に
　　よる評価（５段階）を賞与に反映させている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　目標管理制度の評価（５段階）及び経済産業省独立行政法人評価委員会に
　よる評価（５段階）を支給係数として反映。

　ウ 平成２４年度における給与制度の主な改正点
　　国家公務員の人事院勧告を踏まえた対応に加え、特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに準じて、

　　平成24年4月1日から俸給月額、賞与、役職給について、相当する国家公務員給与引き下げ率を適用し、

　　それぞれ引き下げた。

　　また、給与再精査を踏まえ、職務・職責に応じた給与制度を継続して実施するとともに、諸手当や専門能力

　　認定の見直し等について検討を行った。

　　平成２５年度に実施する給与水準見直し内容

　　平成２４年度に検討した給与制度の見直しについて、平成２５年度から実施し、より能力主義・実力主義的な

　　 昇格・昇級基準を導入することにより、給与水準の見直しを行っていく。

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

84 43.9 7,920 5,671 162 2,249
人 歳 千円 千円 千円 千円

84 43.9 7,920 5,671 162 2,249

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 40.1 6,519 4,643 164 1,876
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 40.1 6,519 4,643 164 1,876

＜年俸制適用者＞

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：在外職員、再任用職員及び非常勤職員は該当者がいないため省略。
注２：上記各職員区分中に含まれる研究職種、医療職種（病院医師及び病院看護師）及び教育職種（高等
　　　専門学校教員）の各職種は該当者がいないため記入欄を省略。
注３：＜年俸制適用者＞任期付職員の契約職員については該当者が１人のため、当該個人に関する情報が
　　　特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

任期付職員

民間出向職員

人員

契約職員

事務・技術

任期付職員

うち賞与平均年齢
平成２４年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

　　年齢24～27歳及び56～59歳の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　　おそれのあることから、「第1・3四分位」は表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

   ・本部部長 4 51.0 － 9,185 －

　 ・本部課長 18 50.0 9,053 9,698 10,664

　 ・本部課長補佐 49 44.6 6,353 7,404 8,162

   ・本部係長 18 31.6 5,213 5,600 6,209

　 ・本部係員 2 － － － －

   ・地方課長 1 － － － －

　 ・地方課長補佐 3 53.2 － 8,949 －

注１：本部部長及び地方課長補佐における該当者が4人以下のため、第1・第3分位は表示しない。

注２：本部係員及び地方課長における該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　　　おそれがあることから人数以外記載していない。

注３：「本部部長」には、本部部長相当職である「次長」を含む。

 　　　「本部課長」「地方課長」は、課長相当職である「グループ長」をいう。

 　　　「本部課長補佐」「地方課長補佐」は、課長補佐相当職である「調査役」をいう。

 　　　「本部係長」は、係長相当職である「主任」をいう。

 　　　「本部係員」は、係員相当職である「グループ員」をいう。

平均年齢人員分布状況を示すグループ 平均
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年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円



③  職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員）

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 次長 グループ長

な職位 グループ長 調査役
人 人 人 人 人 人 人 人

84 2 3 29 35 6 8 1
（割合） (2.4%) (3.6%) (34.5%) (41.7%) (7.1%) (9.5%) (1.2%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

56～44 57～42 58～35 36～32 32～27

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,732～
7,526

7,516～
5,144

6,642～
3,933

4,962～
3,666

4,814～
3,823

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,969～
10,753

10,865～
7,577

9,039～
5,753

6,938～
5,477

6,386～
5,213

　注：８級及び２級における該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢(最高～最低)

　　　事項について記載していない。

　任期付職員

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 次長 グループ長

な職位 グループ長 調査役
人 人 人 人 人 人

10 2 1 3 3 1
（割合） (20%) (10%) (30%) (30%) (10%)

歳 歳 歳 歳 歳

44～41 30～29

千円 千円 千円 千円 千円

5,144～
4,172

3,556～
3,223

千円 千円 千円 千円 千円

7,411～
6,035

4,823～
4,506

　注：７級、６級及び２級における該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢(最高～

　　　以下の事項について記載していない。

　＜年俸制適用者＞任期付職員

区分 計

標準的
な職位

人 人

1 1
（割合） (100%)

歳

千円

千円

　注：当法人における＜年俸制適用者＞任期付職員は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢

　　　最低)」以下の事項について記載していない。

部長 部長 調査役 主任 主任 グループ員

部長 部長 調査役 主任 主任 グループ員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

人員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

年間給与
額(最高～
最低)



④ 賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（７月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

81.8 81.7 81.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 18.2 18.3 18.2

％ ％ ％

         最高～最低 　　24.2～7.4　　 　　24.2～7.4　　 　　24.2～7.4　　

％ ％ ％

83.3 83.3 83.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 16.7 16.7 16.7

％ ％ ％

         最高～最低 　　30.6～0　　 　　30.6～0　　 　　30.6～0　　

⑤ 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

126.0

118.3

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

対他法人（事務・技術職員／研究職員）

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（行政職（一））



給与水準の比較指標について参考となる事項

○比較対象職員の状況

　・事務・技術

　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄84人及び任期付職員欄の民間出向職員10人並びに

　　　＜年俸制適用者＞任期付職員欄の契約職員1人　　計95人

　　　 95人の平均年齢　43.6歳、平均年間給与額　7,751千円

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １１０．０

参考 学歴勘案　　　　　　 １２１．６

地域・学歴勘案　　 　１０６．３

1,165,809

1.3%

84人

30人 (35.7%)

74人 (88.1%)

項目 内容

　日本貿易保険は、その業務の性質上、国際金融等の高度な専門能力を有
する人材を必要としている。独立行政法人化以降、中途採用を中心として労
働市場から適切な人材の確保を行うとともに、民間金融機関からの出向など
も含めた専門的人材による職員構成を実現してきており、国際金融等の専
門的人材を確保するためには、労働市場における当該人材の給与水準を
踏まえた給与水準が不可欠であり、こうした人材の市場価格による影響が挙
げられる。
　また、全職員の在職地域が、東京（９６％）及び大阪（４％）であることに加え
て、大学・大学院卒の割合が国（行政職(一)）の５３％に対し、８８％と高いこ
とが挙げられ、これら在職地域や学歴を勘案すると、指数は１０６．３となる。

（参考）
①労働市場においてＮＥＸＩと人材が競合する産業の平均年間給与額の比
較（勤続年数別）
 　　　　　 　銀行業　　 　保険業　  各種商品卸売業　 ＮＥＸＩ
  5～ 9年　 　503万円　  　535万円　 　　931万円      538万円
 10～14年　 　680万円　  　668万円　 　1,314万円      662万円
 15～19年　 　833万円　    880万円　 　1,375万円      645万円
 20～24年　   990万円　  1,109万円　 　1,507万円      836万円
　(出所）厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査」

②民間金融機関（都市銀行、損害保険会社の持ち株会社）の平均年間給与
額
　Ａ銀行：12,218千円（平均年齢41.3歳）
　Ｂ銀行：10,539千円（平均年齢40.0歳）
　Ｃ銀行： 9,702千円（平均年齢39.2歳）
　Ｄ損保：12,454千円（平均年齢41.2歳）
　Ｅ損保：12,338千円（平均年齢44.9歳）
　（出所）各社平成24年３月期有価証券報告書

③政府系金融機関の平均年間給与額
　・国際協力銀行（平成19年度）：8,604千円（平均年齢38.1歳）
　・日本政策投資銀行（平成23年度）：10,968千円（平均年齢38.2歳）

【主務大臣の検証結果】
　経済産業省としては、ＮＥＸＩと人材が競合する労働市場における給与水準
（上記）と比較すれば、ＮＥＸＩ給与水準が大幅に下回ること、経済産業省独
立行政法人評価委員会によって「合理性はあるものと認める」とされた指数よ
り低下していることから、ＮＥＸＩの給与水準が国に比べて一定程度高くなっ
ていることは合理的な理由があると認める。
　ＮＥＸＩにおいては、引き続き、国際金融機関等の専門能力を有する人材
確保の必要性を踏まえつつ、民間金融機関等の事例等も参考としながら、
不断の見直しを行うことにより給与水準の適性確保に向けた取組を推進する
としており、経済産業省としてもそうした取り組みを促しつつ、経済産業省独
立行政法人評価委員会において毎年度定量的な検証を行い、その結果を
公表するなどにより給与水準の適正性について注視していく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

対国家公務員　　１２６．０

指数の状況

うち大卒以上の高学
歴者の人数及びそ
の割合(%)

うち管理職人数及び
その割合(%)

給与、報酬等支給総額(千円)

支出総額に占める
給与、報酬等支給
総額の割合(%)

法人の事務・技術職員数



　給与水準の適切性の
　検証

【累積欠損額について】
　なし。

【検証結果】
　該当しない。

【国からの財政支出について】
　なし。

【検証結果】
　該当しない。

講ずる措置

　独立行政法人通則法第63条第1項の規定や平成17年12月24日閣議決定
「行政改革の重要方針」を踏まえ、平成18年度に従来の年功的な給与体系
から、職務・職責に応じた給与システムに転換し、専門的な業務遂行能力に
対して適切な処遇を行う人事制度としたほか、国の給与水準の見直し等を
踏まえ、俸給表や諸手当等の見直しにより給与水準の適正確保を図ってき
たところである。引き続き、平成22年12月7日閣議決定「独立行政法人の事
務・事業の見直しの基本方針」を踏まえ、国際金融等の専門性を確保しつ
つ、諸手当や専門能力認定の見直し等により、人件費や対国家公務員指数
の引下げ・適正確保に向けて取組を進め、人件費全体の抑制を図る。（な
お、目標はＮＥＸＩの職員給与が法人業績評価により変動する制度を導入し
ていること等による特殊要因を除いた数値として設定している。）

　　・目標となる平成２５年度に見込まれる対国家公務員指数：１２６
　　・目標となる平成２５年度に見込まれる地域・学歴別指数：１０６



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成24年度）

前年度
（平成23年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

①増減要因について

Ⅳ 法人が必要と認める事項

　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成２４年８月７日閣議決定）に基づき、平成２５年６月から
以下の措置を講ずることとした。
　・役職員の退職手当について、国家公務員退職手当引下げ内容に準じ、引下げを実施した。

平成２４年度に検討した給与制度の見直しについて、平成２５年度から実施し、より能力主義・実力主義的な昇格・昇給
基準を導入することにより、給与水準の見直しを行っていく。

　「給与、報酬等支給総額」　対前年度比：△6.6％
　・特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに準じ、給与等を削減したこと等による。
　　（役員：6,922千円、職員：73,189千円）
　「最広義人件費」　対前年度比：△4.0％
　・上記給与、報酬等支給総額の減及び退職手当支給額の減等による。

（△81.0)
退職手当支給額

給与、報酬等支給総額

△ 20,187

263,898

中期目標期間開始時（平
成24年度）からの増△減

－

－(13.0) －

1,247,925

－ －

－

233,436

6,414

比較増△減

－1,590,227 1,655,654 △ 65,427 （△4.0)
最広義人件費

非常勤役職員等給与

－1,165,809

4,738

△ 82,116

30,462

（△6.6）

24,925

－

区　　分

福利厚生費

－

155,782 149,368 (4.3)
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