
独立行政法人中小企業基盤整備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25年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

副理事長

理事

監事

２　役員の報酬等の支給状況

平成２５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

17,510 11,667 4,209 1,633 （地域付加額）

千円 千円 千円

762 0 762 0 （　　　　） 平成24年6月30日 ＊

千円 千円 千円

15,679 10,019 4,181
75

1,402
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

6,058 2,698 2,981 377 （地域付加額） 平成25年7月23日 ◇

千円 千円 千円 千円

12,995 8,661 3,032
88

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

13,118 8,661 3,125
119

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

・地域付加額の乗率について、前年度乗率に据え置き。
・国家公務員に準拠した給与減額支給措置を講じ、月例支給額等に9.77%を乗じた
額を減じた。

・地域付加額の乗率について、前年度乗率に据え置き。
・国家公務員に準拠した給与減額支給措置を講じ、月例支給額等に9.77%を乗じた
額を減じた。

理事長A

・地域付加額の乗率について、前年度乗率に据え置き。
・国家公務員に準拠した給与減額支給措置を講じ、月例支給額等に9.77%を乗じた
額を減じた。

・地域付加額の乗率について、前年度乗率に据え置き。
・国家公務員に準拠した給与減額支給措置を講じ、月例支給額等に9.77%を乗じた
額を減じた。

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

理事A

副理事
長

理事C

理事B

　業績給は、経済産業省独立行政法人評価委員会の当該事業年度に係る実績に関
する評価の結果の通知を受け業績に反映させる。
・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。
・常勤役員の業績給の額は、評価結果及び役員としての業務に対する貢献度等を
勘案し、理事長が決定する。
（参考）
　業績給＝月例支給額×2.0973（定率）×評価委員会の評価結果による割合等

・理事長の報酬水準については、同規模の民間のコンサルティング会社役員の平
均報酬額と比較しても低額であり、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実
施機関として、多種多様な業務の遂行を統括する職務内容を考慮すると妥当である。
(参考）

【主務大臣の検証結果】
　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な
業務を行っており、理事長には業務を遂行する高いマネージメント能力や幅広い知見が
求められ、それに見合った適切な処遇が必要である。
　また、理事長報酬には、経済産業省独立行政法人評価委員会の業績評価が反映される
制度となっており、今回の金額についても、その結果を反映したものであり適正であると
認める。
　中小機構においては、報酬等の支払いの基準について、国家公務員・民間企業の報酬・
給与等を考慮するなど、適正確保に向けた取組を行っており、経済産業省としてもそうし
た取り組みを促しつつ、支払水準の適正性について注視していく。

理事長B

 

 

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 

 

民間コンサルティング会社取締役の平均報酬額（千円） 24,500
機構理事長の報酬額（千円） 17,510



平成２５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

13,243 8,661 3,125
243

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

13,148 8,661 3,125
148

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ※

千円 千円 千円 千円

13,151 8,661 3,125
151

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

7,595 5,962 710
87

834
（通勤手当）

（地域付加額）
平成25年7月24日 ◇

千円 千円 千円 千円

5,442 2,165 2,981
-7

303
（通勤手当）

（地域付加額）
平成25年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

8,399 6,496 568
425
909

（通勤手当）
（地域付加額）

平成25年7月1日 ※

13,500 8,661 3,125
500

1,212
（通勤手当）

（地域付加額） ※

千円 千円 千円 千円

566 0 566 0 （　　　　） 平成24年6月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

535 0 535 0 （　　　　） 平成24年6月25日 ＊

千円 千円 千円 千円

566 0 566 0 （　　　　） 平成24年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

566 0 566 0 （　　　　） 平成24年6月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

566 0 566 0 （　　　　） 平成24年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

3,817 2,014 1,521 282 （地域付加額） 平成25年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

8,577 6,043 1,347
339
846

（通勤手当）
（地域付加額）

平成25年7月1日 ※

千円 千円 千円 千円

3,991 2,014 1,521
282
174

（地域付加額）
（単身赴任手当）

平成25年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

8,708 6,043 1,347
470
846

（通勤手当）
（地域付加額）

平成25年7月1日 ※

千円 千円 千円 千円

2,520 2,520 0 0 （　　　　） ※

理事E

理事M

理事N

理事D

理事G

理事I

理事H

理事J

理事K

前職
その他（内容）

就任・退任の状況

役名

理事F

監事Ｂ

注3：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1：「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ます。
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。

注2：「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。

監事E
（非常勤）

監事D

理事L

理事O

監事Ａ

監事Ｃ



３　役員の退職手当の支給状況（平成２５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

千円 年 月

千円 年 月

2,352 1 11 6月30日 1.0 ※

千円 年 月

2,188 2 0 6月30日 1.0 ※

千円 年 月

2,188 2 0 6月30日 1.0 ※

注２：「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ます。

理事長A

副理事長

摘　　要

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入

支給額（総額）は、Ｈ23.7.1～Ｈ25.6.30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
得た額である。

監事Ｃ

理事H

該当者なし

該当者なし

支給額（総額）は、Ｈ23.7.16～Ｈ25.6.30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
得た額である。

監事Ａ

支給額（総額）は、Ｈ23.7.1～Ｈ25.6.30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
得た額である。

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

　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２５年度における給与制度の主な改正点
＜平成２５年度に実施した改正点＞
①特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連して、以下の措置を講じた。
（職員について）
・実施期間：平成24年6月～平成26年5月
・本俸の減額：１・２等級（▲9.77%）、３・４等級（▲7.77%）、５・６等級（▲4.77%）
・職務手当の減額：１・２等級（▲10.00%）
・基本賞与、業績賞与及び業績給：▲9.77%
・地域手当・超勤手当等本俸に連動する手当については、減額後の本俸等の月額により算出
（役員について）
・実施期間：平成24年4月～平成26年3月
・減額措置の内容：月例支給額・地域付加額・非常勤役員手当・期末特別手当・業績給（▲9.77%）
②職員の地域手当率について、平成25年10月から変更した。（１級地（東京都特別区）における
　地域手当率8％を10％に変更）

＜１８年度以降継続又は追加して実施している改正点＞
①地域手当率の抑制
　　１級地（東京都特別区）10％
②広域異動手当導入の見送り
③エリア限定職制度【制度適用者は現本俸を抑制】
④55歳以上の支給額の一定率引下げ（△1.5%）【人事院勧告を参考とした、減額調整】
⑤31歳以上38歳未満の昇給回復の見送り

本俸
人事評価制度の評価結果を基礎とし、職員の業績及び職務遂行能力に
基づき、昇給・昇格を行う。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：業績賞与

制度の内容

・一般管理費（退職手当を除く）については、毎年度平均で前年度比3%以上の削減を行う。
・運営費交付金を充当して行う業務経費（退職手当を除く）については、新規追加部分を
除き、毎年度平均で前年度比1%以上の削減を行う。
・総人件費については、引き続きその抑制に努める。
・中小企業が置かれた厳しい経営環境に対応するための「体質強化」、「成長する新事業
への取組み」に対する支援業務に重点的に人員を配置する。その人員については、期限
の定められた業務の終了、事業効果の低い業務の廃止、「官民競争入札等」の導入等に
よる人員削減により確保することを基本とし、人員の抑制につとめる。

　国家公務員の給与水準を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように考慮し決定
する。

　人事評価制度（各年度の組織目標を踏まえて個人目標を設定する業績評価制度と職員の
能力・勤務評価制度を組み合わせた制度）を運営し、その評価結果を給与に反映させる。

算定基礎額に業績賞与係数を乗じた額に、在勤期間の区分に応じた在勤
期間係数を乗じて得た額を、職員各人の人事評価制度の評価結果に応じ
た査定係数（0.8から1.2まで）で乗じた額を業績賞与として支給する。



２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

＜年俸制適用者以外＞

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

570 44.1 7,292 5,504 170 1,788
人 歳 千円 千円 千円 千円

570 44.1 7,292 5,504 170 1,788
人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 45.5 3,520 2,689 161 831
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 45.5 3,520 2,689 161 831

＜年俸制適用者＞

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 58.6 10,739 9,739 201 1,000
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 57.3 11,344 9,943 233 1,401
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.2 11,656 9,876 225 1,780
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.2 11,656 9,876 225 1,780
人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0

再任用職員

事務・技術
（当該年度賞与支給対象）

注：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学
校教員））は該当者がないため省略した。

事務・技術
（当該年度賞与支給対象外）

任期付職員

事務・技術
（当該年度賞与支給対象）

注1：任期付職員の事務・技術（当該年度賞与支給対象外)は該当者が2名であり、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記載していない。

区分 人員 平均年齢
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

事務・技術
（当該年度賞与支給対象外）

注2：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門
学校教員））は該当者がないため省略した。

人員 平均年齢
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

区分 人員 平均年齢
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

民間出向職員

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門
学校教員））は該当者がないため省略した。

区分 人員 平均年齢
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

任期付職員

事務・技術

注：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学
校教員））は該当者がないため省略した。

区分



②

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。

（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 16 57.4 10,389 10,619 10,808

    ・地方部長 3 58.5 10,073

    ・本部課長 85 51.9 8,880 9,290 9,888

    ・地方課長 78 52.6 8,778 9,148 9,717

    ・本部課長代理 182 42.9 6,216 6,867 7,465

    ・地方課長代理 94 44.1 6,038 6,612 7,144

    ・本部主任 41 33.6 4,451 4,767 5,027

    ・地方主任 32 34.7 4,181 4,520 4,762

    ・本部係員 64 37.4 3,337 3,620 3,811

    ・地方係員 30 39.1 2,801 3,264 3,632

③

区分 計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

標準的 部長 課長
な職位 グループ長 参事

人 人 人 人 人 人 人

570 19 163 276 73 39
（割合） (3.3%) (28.6%) (48.4%) (12.8%) (6.8%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 55 38
～ ～ ～ ～ ～

48 41 34 28 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,526 7,929 6,957 5,555 3,221
～ ～ ～ ～ ～

6,716 4,802 3,549 2,740 2,411
千円 千円 千円 千円 千円 千円

11,473 10,514 9,179 7,420 4,117
～ ～ ～ ～ ～

9,424 6,530 4,740 3,659 3,061

区分 計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

標準的 部長 課長
な職位 グループ長 参事

人 人 人 人 人 人 人

55 55
（割合） (100.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

58
～
25

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,867
～

1,832
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,811
～

2,436

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

所定内給
与年額(最
高～最低)

注：地方部長の第1分位及び第3分位は該当者が1名であり、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から記載していない。

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

年齢（最高
～最低）

 職級別在職状況等（平成２６年４月１日現在）（<常勤職員>事務・技術職員）

年間給与
額(最高～

最低)

③-2  （<任期付職員>事務・技術職員）

係員

係員

人員

主任

課長代理 主任 係員

年齢（最高
～最低）

人員

課長代理 係員

所定内給
与年額(最
高～最低)
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人数 
平均給与額 
第３四分位 
第１四分位 
国の平均給与額 

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

千

人 
千円 



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

59.8 59.7 59.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.2 40.3 40.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～28.6 50.0～28.6 50.0～28.6
％ ％ ％

74.6 74.6 74.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 25.4 25.4 25.4

％ ％ ％

         最高～最低 32.0～13.8 32.0～13.7 32.0～13.9

⑤

112.3

107.4

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

管理
職員

区分

対国家公務員（行政職（一））

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)

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

　　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

一般
職員

対他法人（事務・技術職員）



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

地域勘案　　　　　　 １０４．９

参考 学歴勘案　　　　　　 １０９．６

地域・学歴勘案　　　１０３．３

比較対象職員の状況
Ⅱ-2-①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の570人及び任期付職員欄の55人　計625人
625人の平均年齢 44.2歳、平均年間給与額 6,960千円

対国家公務員　　１１２．３

国に比べて給与水準が高
くなっている定量的な理由

給与水準の適切性の検証

（主務大臣の検証結果）
　当法人は、中小企業者に対する財務、市場開拓、事業承継など、経営全般にわたる具体的な課題
解決に資する助言、診断指導などを実施。また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に
対する助言、指導なども実施。これらの業務は、より高い専門性を要するため、中小企業診断士など
の有資格者が必要であり、事業性の観点から、当法人と同程度の規模、平均年齢等を勘案した民間
コンサルティング会社との給与水準の比較においても低い水準となっており、さらに大卒者の割合が
高いこと及び地方の給与水準より高い本部勤務職員を地域本部に職員の５割超を重点的に配置して
いる等の要因を考慮すれば現時点での給与水準はやむを得ないと考える。
　段階的に給与水準を引き下げる取り組みを実施しており、平成18年度対国家公務員指数（127.6)に
比べ15.3ポイントの低減を達成しており、今後も人事院勧告等の方針を踏まえつつ、給与水準の引き
下げの取り組みを適切に行っていくこととする。

項目

指数の状況

中小機構全体の対国家公務員指数は112.3となっているが、これは大卒者の割合が高いこと及び地
方の給与水準より高い本部勤務職員を地域本部に職員の5割超を重点的に配置することになるため、
全体の指数が押し上げられていると考えられ、現に在勤地域及び学歴を勘案した対国家公務員指数
は103.3となっている。
当機構の指数が高くなっている具体的な要因は以下のとおりである。

ア．国家公務員と中小機構の学歴別構成
　大卒者の構成比を比較すると国（行政職（一））が54.1％に対し当機構は80.0％となっており、大卒
者の割合が国と比べて高いことも、対国家公務員指数を上げるひとつの要因となっている。
（注：大卒者の割合については、平成25年度国家公務員給与等実態調査より記載。）

イ．当機構の場合、全国的視点に立った施策を行うため、中期計画に従って職員の5割超を地域本部
に重点的に配置する人事政策をとっている。このため、地方の給与水準より高い本部勤務職員を地方
に配置することになるため、これが全体の指数を押し上げる結果となっている。
なお、異動保障が受けられる地域において実際に異動保障を受ける職員の割合も28.2%と高い数値と
なっている。

（参考）民間コンサルティング会社との平均年間給与額の比較

（※民間コンサルティング会社の有価証券報告書（平成25年度）のデータによる）

【検証結果】
（法人の検証結果）
①支出予算に対する国からの財政支出の割合は2.2％であるが、中期計画期間において、一般管理
費（退職手当を除く）については、毎年度平均で前年度比3%以上の削減、運営費交付金充当事業
（退職手当を除く）については、新規追加部分を除き毎年度平均で前年度比1%以上の削減を行った。
総人件費改革においても、前年と同様、引き続きその抑制に努めるなど、所要の業務効率化を実施し
ているところである。
②繰越欠損金の主因としては、小規模企業共済事業の繰越欠損金が、中小機構発足時（平成16年7
月）の会計処理基準の変更（簿価評価から時価評価へ）により含み損が生じたことから積み上がったも
の。これまでも小規模企業共済法の改正（平成16年）により、市場利回りに見合う予定利率の見直し措
置を実施する等、欠損金の減少にむけた取組みを実施し、機構発足時点（欠損金：9,363億円）から
平成18年度決算時点で4,953億円と着実に欠損金が減少してきたところであるが、平成19年度はサブ
プライム問題等、平成20年度はリーマンショック等により運用環境が悪化し、運用利回りがマイナスと
なり、欠損金は9,903億円まで拡大した。平成21年度は、金融市場が概ね順調に推移したことから、欠
損金は7,680億円まで縮小した。平成22年度は、東日本大震災、及び原子力発電所事故等の影響に
より、7,740億円の繰越欠損金に拡大したが、平成23年度及び平成24年度は、運用利回りのプラスを
確保しており、平成24年度の欠損金は4,621億円へと縮小している。基本ポートフォリオの改正と繰越
欠損金解消計画の策定により、引き続き、繰越欠損金の縮小に努めている。
③業務の性質上、一定程度の管理職は必要不可欠であるため、一人の管理職に複数の管理業務を
所管させることにより、管理職割合が増えないよう努めている。
④中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を行って
いる。同程度の規模の民間コンサルティング会社との給与水準の比較において低い水準となってお
り、さらに大卒者の割合が高いこと及び地方の給与水準より高い本部勤務職員を地域本部に職員の５
割超を重点的に配置している等の要因を考慮すると現時点での給与水準は妥当であると言える。

【支出予算の総額に占める平成25年度の国からの財政支出の割合　2.2％】
　（国からの財政支出額　324億円、支出予算の総額　14,494億円　平成25年度予算）
【累積欠損額　4,606億円（平成24年度決算）】
【管理職の割合　29.1％（Ⅱ２①において集計対象となった常勤職員及び任期付職員625名中182
人）】
【大卒以上の高学歴者の割合　80.0％（Ⅱ２①において集計対象となった常勤職員及び任期付職員
625名中500人）】
【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合　0.5％】
　（支出総額　13,145億円、給与報酬等支給総額　60億円　平成24年度決算）

内容

職員数（人） 平均年齢 平均給与（千円）

当機構 786 44.2 6,960

民間コンサルティング会社 870 42.6 9,570



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２５年度）

前年度
（平成２４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

Ⅳ 法人が必要と認める事項

△ 2,099,267

講ずる措置

8,870,169 9,022,015 △ 151,846

578,295

(△1.7%) (△19.1%)

△ 283,082
福利厚生費

956,844

△ 76,649

【平成26年度に見込まれる対国家公務員指数】　112.3程度
 参考：地域・学歴勘案　103.3程度
【目標水準】　地域・学歴勘案　103.3程度
【具体的期限】　平成26年度

【法人の業績評価】
　平成16年度総合評定・・・A           平成19年度総合評定・・・A　　　　　平成22年度総合評定・・・A
　平成17年度総合評定・・・A           平成20年度総合評定・・・A　　　　　平成23年度総合評定・・・A
　平成18年度総合評定・・・A           平成21年度総合評定・・・A 　　　　 平成24年度総合評定・・・A

【講ずる措置】
①人件費総額、給与の支給基準の設定等に関しては、独立行政法人改革等に関する基本的な方針
（平成25年12月24日閣議決定）に即して対応する。
②管理職割合については、業務の性質上、一定程度の管理職は必要不可欠であるため、一人の管
理職に複数の管理業務を所管させることとした。今後も管理職割合低減のための方策を段階的に行
う。

(△23.2%)△ 19,972 (△2.1%)936,872

△ 192,986

(6.3%) (△34.3%)1,303,476

注：附属明細書における「役員及び職員の給与の明細」については法定福利費を含んで計上しているため、本表とは一
致しない。

(△14.5%)△ 1,014,956(△0.4%)5,990,414

中期目標期間開始時（平成２１年度）
からの増△減

給与、報酬等支給総額

比較増△減

5,969,117

区　　分

△ 21,297

(△11.7%)(△25.0%)

82,4091,385,885

771,281

最広義人件費

非常勤役職員等給与

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、以下の措置を講ずることとした。
 ・役員の報酬について、平成24年4月から平成26年3月までの間、国家公務員に準拠した給与減額支給措置を
　 講ずることとした。
 ・職員の本俸、職務手当、地域手当、賞与等について、平成24年6月から平成26年5月までの間、国家公務員に
  準拠した給与減額支給措置を講ずることとした。

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について
　ア．給与、報酬等支給総額（対前年度比：△0.4%）
　   ・総人件費改革及び人事院勧告を参考とした給与の減額による減。
　イ．最広義人件費（対前年度比：△1.7%）
     ・退職手当の支払い額の減少による減。
　   ・宿舎制度見直し等による福利厚生費の減。
　ウ．「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）に基づき、
　　　役員については平成25年4月から、職員については平成25年6月から以下の措置を講ずることとした。
　　・役職員の退職について、削減を実施した。
　　　役員に関する講じた措置の概要：平成25年4月1日から退職手当の現行額に「調整率」100分の87を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗じて引き下げた。「調整率」の段階的引下げ措置として、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年4月1日～同年12月31日まで100分の98、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年1月1日～同年9月30日まで100分の92とした。
　　　職員に関する講じた措置の概要：平成25年6月30日から退職手当の現行額に「調整率」100分の87を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗じて引き下げた。「調整率」の段階的引下げ措置として、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年6月30日～平成26年3月31日まで100分の98、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年4月1日～平成26年12月31日まで100分の92とした。
　

退職手当支給額

△ 724,580


