
独立行政法人日本貿易振興機構の役職員の報酬・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

　　貢献度等を総合的に勘案し、理事長が決定する。

　　監事については、業績連動は不適当であるため、B評価に固定する。

（参考）

　業績給＝月例支給額×2.09（定率）×評価委員会の評価結果による割合等

　② 役員報酬基準の改定内容

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

17,886 12,094 3,615 2,177 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

15,746 10,405 3,469 1,872 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

114 （通勤手当） ※
13,969 8,986 3,252 1,617 （地域付加額）

千円 千円 千円 千円

377 （通勤手当） ※
13,644 8,986 2,664 1,617 （地域付加額）

千円 千円 千円 千円

151 （通勤手当） ◇
13,640 8,986 2,886 1,617 （地域付加額）

千円 千円 千円 千円

476 （通勤手当） ※
14,899 8,986 3,820 1,617 （地域付加額）

千円 千円 千円 千円

70 （通勤手当） ※
11,626 8,986 953 1,617 （地域付加額） 4月1日

監事（非常勤） 同上

役名
就任・退任の状況

法人の長

副理事長

A理事

E理事

前職
その他（内容）

理事 同上

理事（非常勤） 同上（ただし、該当者なし）

監事 同上

　　理事長の業績給の額は、評価委員会の評価結果を反映させる。

　　その他役員の業績給の額は、評価委員会の評価結果及び役員としての業務に対する

法人の長

　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）に基づく国家公務員の給与の見
直しに関連して、役員報酬（通勤手当を除く）の減額支給措置
（▲9.77％）を平成24年4月から24ヵ月間実施している。

副理事長 同上

*

◇

B理事

C理事

D理事

AA評価 200/100

A評価 150/100

B評価 100/100

C評価 50/100

D評価 0/100



千円 千円 千円 千円

77 （通勤手当） ◇
6,667 2,995 3,056 539 （地域付加額） 7月31日

千円 千円 千円 千円

76 （通勤手当） ◇
7,909 5,991 764 1,078 （地域付加額） 8月1日

千円 千円 千円 千円

290 （通勤手当） ※
11,952 8,131 2,068 1,463 （地域付加額）

千円 千円 千円 千円

1,515 1,515 0 0
千円 千円 千円 千円

1,584 0 1,584 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

997 0 997 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

585 0 585 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

971 0 971 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

1,177 0 1,177 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

2,347 0 2,347 0 （地域付加額）
千円 千円 千円 千円

710 0 710 0 （地域付加額）

注1：　報酬(給与)、賞与、その他(内訳)の端数を千円未満切捨て処理後に総額を表示。

注2：　賞与欄は業績給を含む。年間報酬等の総額と賞与欄の額が一致しているものは、平成23年度中に退任した

　　　　役員に対して平成24年度に支給された業績給である。

注3：　「地域付加額」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されている

　　　　ものである。

注4：　「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等

　　　　の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

B監事
（非常勤）

G理事

A監事

F理事

法人の長 *

副理事長 ◇

H理事 ※

C監事 ※

I理事 ◇

J理事 ※

K理事 ※



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

千円 年 月

4,980 4 0 平成24年3月31日 1.0 ※

注：　「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、

　　　該当がない場合は空欄。

法人での在職期間 摘　　要

理事

支給額（総額）は、平成20年4月1日から退職
日の期間に係る、独立行政法人評価委員会
による業績の評価後の業績勘案率を乗じて得
た総額である。



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

　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

　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

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成24年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

　国の総人件費改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減に取組み、平成18年度以降
の6年間で6％以上の削減を達成した。
　今後も、中期目標の達成に向け、事業等の成果の最大化を図るために、適切な人員配置
及び人件費管理を行う。

　目標管理型の人事評価制度により、職員の個人業績および能力の発揮度合いを処遇に反
映するとともに、人事院勧告等を参考に、社会一般の情勢に適合した給与水準となるよう努め
る。

　人事評価制度により、当該年度の個人業績評価及び能力評価を行っており、その結果は賞
与および昇給に反映させる。

給与種目 制度の内容

　　賞　与
（業績反映部分）

　個人業績評価の結果に基づき、賞与の業績反映部分に係数（0.80～
1.20）を乗じる。

　　昇　給
　個人業績評価及び能力評価の結果をもとに査定昇給を行う。昇給幅に
ついては＋0号俸～＋6号俸の範囲で各人毎に決定する。

　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）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、特例法に基づく国家公務員の
給与見直しの内容と同等の措置を講じることとした。

（給与改定）
　中高年齢層(40歳台以上)を中心に本俸月額を国家公務員の改定と同程度引き下げた。

（臨時特例・給与減額支給措置）
　以下の給与・手当について、減額支給措置を平成24年6月より24ヵ月間実施している。
　・本俸：等級に応じ▲9.77％、▲7.77％、▲4.77％
　・職責手当（管理職）：一律▲10%
　・賞与：一律▲9.77%
　・特別都市手当等の本俸月額に連動する手当（賞与を除く）：減額後の本俸月額により算出

　給与水準の適正化に関し、本府省業務調整手当に相当する制度の導入見送り措置の継続
とともに、特定部署における一般管理事務を行う一般職の採用や常勤嘱託員の採用など雇
用形態の多様化を通じた職員構成の見直しを進めた。



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

567 40.3 6,855 5,196 143 1,659
人 歳 千円 千円 千円 千円

475 39.1 6,715 5,096 142 1,619
人 歳 千円 千円 千円 千円

92 46.4 7,578 5,709 149 1,869

人 歳 千円 千円 千円 千円

186 44.1 12,812 11,514 0 1,298

人 歳 千円 千円 千円 千円

21
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 45.2 4,030 3,095 163 935
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 35.8 6,641 5,196 127 1,445
人 歳 千円 千円 千円 千円

0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 35.8 6,641 5,196 127 1,445

注1： 常勤職員については、在外職員、任期付職員を除く。

注2： 再任用職員及び非常勤職員については、該当者がいないため記入欄を省略。

注3： 上記各職員区分中に含まれる医療職種（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4： 任期付職員（研究職種、年俸制適用者ではない）は該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定
　　　 されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

総額 うち賞与

＜年俸制適用者＞

任期付職員(年俸制)

事務・技術

研究職種

うち所定内

任期付職員
（年俸制適用者を除く）

事務・技術

研究職種

常勤職員

事務・技術

研究職種

在外職員

区分 人員 平均年齢
平成24年度の年間給与額（平均）



②

注1：①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。

注2：任期付職員を含む。

注3：事務・技術職員の20-23歳の該当者が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、

　　  年間給与については表示していない。

（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 10 55.7 10,438 10,772 11,015
　・地方部長 3 53.8 - 9,638 -
　・本部課長 90 48.6 8,907 9,271 9,676
　・地方課長 44 48.6 7,986 8,549 9,079
　・本部課長補佐 99 41.1 6,739 7,079 7,444
　・地方課長補佐 27 45.8 6,372 6,859 7,461
　・本部係員 162 31.2 3,626 4,381 4,893
　・地方係員 60 31.5 3,875 4,276 4,348
注：　「地方部長」については、該当者が4人以下であるため、平均のみを記載。

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

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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注：任期付職員を含む。

（研究職員）

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

　　・本部研究部長 1
　　・本部研究課長 1
　　・地方研究部長 12 52.8 8,679 9,471 9,920
　　・地方研究課長 24 48.5 8,034 8,347 8,677
　　・地方研究員 58 43.4 5,939 6,571 7,014
注：　「本部研究部長」及び「本部研究課長」については、該当者が1人あるため、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、平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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（事務・技術職員）

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級
標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

475 8 137 155 142 28 5
（割合） (   1.7%) (   28.8%) (   32.6%) (   29.9%) (   5.9%) (   1.1%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 57 37 29 25

～ ～ ～ ～ ～ ～

50 41 33 25 24 22
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,273 7,944 6,880 4,349 3,062 2,273
～ ～ ～ ～ ～ ～

6,938 5,635 4,008 2,551 2,578 2,082
千円 千円 千円 千円 千円 千円

11,342 10,743 9,115 5,682 3,887 2,970

～ ～ ～ ～ ～ ～

9,522 7,516 5,315 3,363 3,366 2,717

（事務・技術職員）任期付職員

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

20 11 9
（割合） (   55.0%) (   45.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

54 48

～ ～ ～ ～ ～ ～

39 33
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,078 2,946

～ ～ ～ ～ ～ ～
2,855 2,615

千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,097 3,853

～ ～ ～ ～ ～ ～

3,801 3,425

③  職級別在職状況等（事務・技術職員／研究職員）（平成25年４月１日現在）

職員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

部長 課長 課長代理 職員 職員

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

職員 職員 職員

人員

課長 課長代理部長

年齢（最高
～最低）



（研究職員）

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

92 9 39 39 5
（割合） (   9.8%) (   42.4%) (   42.4%) (   5.4%)

歳 歳 歳 歳 歳

59 59 57 37

～ ～ ～ ～ ～

49 44 34 32
千円 千円 千円 千円 千円

7,931 7,247 5,767 4,153

～ ～ ～ ～ ～

6,717 5,175 3,918 3,513
千円 千円 千円 千円 千円

10,758 9,722 7,695 5,414

～ ～ ～ ～ ～

9,248 6,976 5,203 4,705

（研究職員）任期付職員

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

1
注： 任期付職員（研究職種）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が
　　 あることから、人数以外は記載していない。

（研究職員）年俸制かつ任期付職員

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

3
注： 年俸制かつ任期付職員は各区分における該当者が1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、人数以外は記載していない。

研究部長 研究課長

研究員研究員

人員

研究部長 研究課長 研究員

研究部長 研究課長

研究員 研究員 研究員

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

研究員 研究員

人員

年齢（最高
～最低）

研究員



（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.7 50.6 50.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.3 49.4 49.4

％ ％ ％

         最高～最低 52.4～28.5 52.4～28.8 52.4～28.7

％ ％ ％

70.2 70.2 70.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 29.8 29.8 29.8

％ ％ ％

         最高～最低 31.0～27.3 31.0～27.3 31.0～27.3

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.8 50.9 51.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.2 49.1 48.2

％ ％ ％

         最高～最低 51.2～0.0 51.2～29.8 51.2～29.8

％ ％ ％

69.7 69.7 69.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30.3 30.3 30.3

％ ％ ％

         最高～最低 49.6～0.0 49.6～27.8 49.6～27.8

⑤

（事務・技術職員）

121.4

114.5

（研究職員）

91.9

91.8

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

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／研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（研究職）

対他法人（研究職員）

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、

　　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。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

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／研究職員）

対他法人（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一））

一般
職員

一律支給分（期末相当）



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

129.3 126.2 123.7 125.1 123.7 122.9 123.8 121.4

地域勘案 111.8

学歴勘案 117.3

地域・学歴勘案 108.6

支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合（%）（平成24年度決算） 37.5%

管理職の割合（%） 29.7%

大卒以上の割合（%） 95.6%

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

A A A A A A -

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　86.3%
(国からの財政支出額　258億円、支出予算の総額　299億円：平成24年度予算)

<検証結果>

【累積欠損額について】
累積欠損額　　0円　(平成24年度決算)
<検証結果>

項目

　該当しない

給与水準の適切性
の検証

指数の状況
24年度
参考

指標の状況

対国家公務員

法人の業績評価

国に比べて給与水準
が高くなっている定量

的な理由

内　容

【国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由】
　貿易投資の実施・促進機関という性格上、職員には、海外における日系企業のビジネス環境整備等のため
に、相手国政府と調整や交渉をすることが求められている。そのため、語学力（英語のみならず、その他の特
殊言語（*1）を含めたトリリンガルの割合が36.7％）、海外での交渉に必要とされる異文化への高い順応性、国
際情勢への精通、貿易投資に関する高度な知識が必要となるなど、専門性の高い優れた人材を登用する必
要がある。大学・大学院卒業者の割合も95.6％と国の行政職（一）の53.4％（「平成24年国家公務員給与等実
態調査（人事院発表）」の「第3表 適用俸給表別、級別（最終学歴別）人員」より。）に比べ高くなっている。

*1　アラビア、ペルシャ、トルコ、インドネシア、マレーシア、カンボジア、ウルドゥ、スワヒリ、タイ、タガログ、ベト
ナム、ラオス、モンゴル、中国、ポルトガル、韓国、ロシア語等　約25言語

　国家公務員の採用形態別の職員構成は、Ⅰ種等8.5％、Ⅱ種等32.5％、Ⅲ種等50.2％（「平成23年度一般
職の国家公務員の任用状況調査（人事院発表）」の行政職（一）の「試験任用」による在職者数より。）と多様性
があるが、当法人では特定部署における一般管理事務を行う一般職の採用を23年度から開始したものの、限
界があり、国のような職員構成とすることになじまない。

　さらに、在職地域が東京、大阪で75.6％と地域手当の支給率が高い都市部に集中していること（行政職（一）
の東京・大阪の割合は35.9％（「平成24年国家公務員給与等実態調査」の「第8表〔附表〕行政職俸給表(一)
の都道府県別在勤人員及び構成比」より。））、他地域勤務者についても、現地採用を行う規模的余裕がなく、
国の制度を準用した異動保障制度対象者が半数を占めることも対国家公務員指数が高くなる要因となってい
る。
　なお、これら在職地域や学歴を加味した東京・大卒及び院卒の対国家公務員指数を独自に試算したところ
105.0（前年度比▲1.4）となった。

　また、住居手当支給対象者の割合が22.4％と国に比べて高い（行政職（一）の住居手当支給割合は15.7％
（「平成24年国家公務員給与等実態調査」の「第9表 適用俸給表別、手当の種目別受給人員」より。））ことも
対国家公務員指数が高くなる理由の一つである。国家公務員（行政職（一）以外の職種も含む）の場合は、公
務員宿舎に入居している割合が約4割（「平成24年国家公務員給与等実態調査」の「第13表 地域手当支給区
分別、住居の種類別人員（俸給表計）」より。）と高く住居手当の支給を抑える要因になっていると考えられる。

<主務大臣の検証結果>
　当法人は、現状において上述の理由にも記載されているとおり専門性の高い優れた人材を登用しているこ
と、大学、大学院卒の割合が高いこと、在職地域が都市部に集中していることなどの要因で対国家公務員指
数が高くなっているが、給与構造改革として段階的に給与水準を引き下げる取り組みにより、平成17年度に比
べ7.9ポイント低減したことや、経済産業省独立行政法人評価委員会においても給与水準は適正であると評価
されていることを鑑みると、対国家公務員指数が高いことはやむを得ないが、更なる改善のため、①バックオ
フィス業務への一般職・常勤嘱託職員の登用、②管理職の業務内容を点検した上で管理職ポストの削減等を
中心として取組を行っていく必要がある。

　当法人は、通商・貿易政策を具体的に遂行してゆく役割を担っており、通商・貿易動向及び国としての政策
ニーズや、業務の効率的な実施の必要性を踏まえつつ、中小企業を中心とする日本企業の海外展開支援、
対日投資促進、アジア等の経済連携の強化に向けての貢献等に関する各種事業を展開していることから、上
記の国からの財政支出割合となっている。一方で、国以外の財源拡充のために、受益者負担や、地方自治
体、民間企業等からの受託収入などによる外部資金の獲得の努力を行い自己収入の増大に努めている。



○研究職員

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

93.6 91.3 89.3 92.5 92.1 92.0 92.7 91.9

地域勘案 97.4

学歴勘案 91.7

地域・学歴勘案 97.1

○比較対象職員の状況
　・事務・技術職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の475人及び任期付職員欄の20人　計495人
　　　 495人の平均年齢39.4歳、平均年間給与額6,606千円

　・研究職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の92人及び任期付職員欄の4人　計96人
　　　 96人の平均年齢46.2歳、平均年間給与額7,601千円

給与水準の適切性の
検証

＜主務大臣の検証結果＞
対国家公務員指数は8.1ポイント低くなっており、地域・学歴勘案においても2.9ポイント低いことから、給与水
準は適正であると考える。

講ずる措置

　給与構造改革として、現給保障なしで役職員の俸給を平均で5.35%削減することとし、これを平成18年度より
段階的に実施してきた。賞与については、国家公務員と同じ支給月数としている。
　平成25年度は、本府省業務調整手当に相当する制度の導入見送り措置を継続するとともに、特定部署にお
ける一般管理事務を行う一般職の採用や常勤嘱託員の採用など雇用形態の多様化を通じた職員構成の見
直しを引き続き進めていく。
　また、当法人は、本部、アジア経済研究所、貿易情報センター等拠点ネットワークを最大限に活用し、貿易
振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施するとともに、アジア地域等の経済等に関し、基礎的かつ総合
的な調査研究等を行っており、中期計画に掲げた業務を効率的かつ効果的に遂行するためには、これら拠点
機能を最大限に活用することが必要である。そのためには、各拠点における指揮命令及び責任の明確化を図
ることが不可欠であり、管理職割合が国と比較して高くなる傾向にあるが、効率的かつ効果的な人員配置によ
り管理職抑制に取り組んでいく。

○平成25年度に見込まれる対国家公務員指数
　対国家公務員指数は、各年齢階層別の人数、個別の昇給状況、人事異動（退職、海外異動等）の状況、公
務員の平均給与の変動等の前提が複雑に影響するため一概に見込むことは難しいが、次年度の指数として
次のとおり見込んでいる。
　なお、「法人給与等実態調査事務要領」に従い、平成24年度の年間給与総額は、平成23年度の人事院勧
告に準じた給与改定を行ったことに伴い平成24年度中に実施した平成23年度分給与にかかる減額調整後の
額としている。これにより、平成24年度の対国家公務員指数は、当該減額調整がないとした場合よりも低く算
出されている。このことは、前年度比でみた次年度の同指数を引き上げる一因となるが、以下の見込みは、こう
した影響を織り込んだものである。

　　　・対国家公務員指数（見込み）：121.4（前年度比±0.0）
　　　・地域・学歴勘案（見込み）　　：108.6（前年度比±0.0）
　　　　（参考）東京・大卒及び院卒の25年度指数（見込み）：105.0（前年度比±0.0）

○対国家公務員指数の目標水準及び具体的期限
　対国家公務員指数は、人事異動（退職、海外異動等）の影響により、±1ポイント程度の変動が生じる可能性
があると推測される。こうした人事異動の影響を織り込んだ目標水準は次のとおり。

　　　・地域・学歴勘案                ：108.7（平成26年度）

項目 内　容

指数の状況

対国家公務員

24年度
参考



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 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

総人件費について参考となる事項

「給与、報酬等支給総額」　対前年度比：△5.7％

「最広義人件費」　対前年度比：△4.5％

「退職手当支給額の要因分析」　

Ⅳ 法人が必要と認める事項

1　退職手当支給水準の引き下げについて

・役員に関する講じた措置の概要：退職手当の額に以下の率を乗じて段階的に引下げる。
平成25年4月1日～平成25年12月31日 98/100
平成26年1月1日～平成26年9月30日 92/100
平成26年10月1日～ 87/100

・職員に関する講じた措置の概要：退職手当の基礎額に以下の率を乗じて段階的に引下げる。
平成25年4月22日～平成26年1月21日 98/100
平成26年1月22日～平成26年10月21日 92/100
平成26年10月22日～ 87/100

2　給与水準の適正化について

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時
（平成23年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
10,647,711 11,288,665 △640,954 ( △5.7 ) △640,954 ( △5.7 )

(A)

( △25.9 )
(Ｂ)

非常勤役職員等給与
1,847,864 1,707,056 140,808 (  8.2 ) 140,808 (  8.2 )

( △25.9 )

(Ｃ)

退職手当支給額
607,146 818,874 △211,728 △211,728

(  1.7 )
(D)

最広義人件費
14,588,384 15,275,956 △687,572 ( △4.5 ) △687,572 ( △4.5 )

(  1.7 )

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

福利厚生費
1,485,663 1,461,361 24,302 24,302

　　注:附属明細書における「役員及び職員の給与の明細」については通勤手当が含まれていないため、本表とは
　　　　一致しない。

　「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に関連して、役職員の退職手当につい
て、平成25年4月から次のとおり支給水準を段階的に引き下げることとした。

・特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連して実施した臨時特例・給与減額支給措置及び為替変動等に
よる。なお、臨時特例・給与減額支給措置に関係する削減額は578,928千円。

・臨時特例・給与減額支給措置に伴う給与、報酬等の減少及び定年退職者数減に伴う退職手当支給額の減少に
よる。
・非常勤嘱託員数の増加及び人材派遣費用の増加に伴う非常勤役職員等給与の増加による。

　　平成25年度は、本府省業務調整手当に相当する制度の導入見送り措置を継続するとともに、特定部署における一般管理事務を
行う一般職の採用や常勤嘱託員の採用など雇用形態の多様化を通じた職員構成の見直しを引き続き進めていく。
　また、当法人は、本部、アジア経済研究所、貿易情報センター等拠点ネットワークを最大限に活用し、貿易振興に関する事業を総
合的かつ効率的に実施するとともに、アジア地域等の経済等に関し、基礎的かつ総合的な調査研究等を行っており、中期計画に掲
げた業務を効率的かつ効果的に遂行するためには、これら拠点機能を最大限に活用することが必要である。そのためには、各拠点
における指揮命令及び責任の明確化を図ることが不可欠であり、管理職割合が国と比較して高くなる傾向にあるが、効率的かつ効果
的な人員配置により管理職抑制に取り組んでいく。

・退職手当支給額の減少については、定年退職者数減による。なお、「国家公務員の退職手当の支給水準引き下
げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に関連して、役職員の退職手当の支給水準を段階的に引き下げるこ
ととしたが、実施が平成25年4月からであるため、平成24年度に支給された退職手当は対象となっていない。


