
独立行政法人日本貿易保険（法人番号4010005005428）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

　　　日本貿易保険は、我が国の輸出や海外投融資などの対外取引において生じる通常の保険に

　　よって救済することができないリスクについての保険事業を効率的かつ効果的に行っており、役員

　　報酬の支給水準の設定については、国家公務員の給与や以下の民間金融機関等を参考にした。

　

　　　　民間金融機関（都市銀行、損害保険会社の持ち株会社）の取締役平均年間報酬

　　　　Ａ銀行：44百万円

　　　　Ｂ銀行：64百万円

　　　　Ｃ銀行：18百万円

　　　　Ｄ損保：34百万円

　　　　Ｅ損保：21百万円

　　　　　（出所）各社平成２７年３月期有価証券報告書

　　　日本貿易保険の役員報酬規則に則り、経済産業大臣が決定する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。

　　　（参考）

　　　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）×103.2/100×評価係数

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

法人の長 　　　　　　　役員報酬支給基準は、本俸月額、地域付加給及び賞与から構成されている。地

　　　　　　域付加給については、役員報酬規則に則り、本俸月額に100分の18を乗じたとして

　　　　　　いる。賞与についても役員報酬規則に則り、本俸月額及び地域付加給の月額、本

　　　　　　俸月額に地域付加給の月額を加えた額に100分の20を乗じて得た額並びに本俸

　　　　　　月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に1.29を乗じて得た額とし、７月及び１２

　　　　　　月にその2分の1の額を支給している。

　　　　　　　なお、平成２７年度では、国家公務員の人事院勧告に伴い、業績給支給率の引き

　　　　　　上げ（年間0.1ヶ月分）を実施した。

理事 　　　　　　　役員報酬支給基準は、本俸月額、地域付加給及び賞与から構成されている。地

　　　　　　域付加給については、役員報酬規則に則り、本俸月額に100分の18を乗じたとして

　　　　　　いる。賞与についても役員報酬規則に則り、本俸月額及び地域付加給の月額、本

　　　　　　俸月額に地域付加給の月額を加えた額に100分の20を乗じて得た額並びに本俸

　　　　　　月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に1.29を乗じて得た額とし、７月及び１２

　　　　　　月にその2分の1の額を支給している。

　　　　　　　なお、平成２７年度では、国家公務員の人事院勧告に伴い、業績給支給率の引き

　　　　　　上げ（年間0.1ヶ月分）を実施した。

監事 　　　　　　　役員報酬支給基準は、本俸月額、地域付加給及び賞与から構成されている。地

　　　　　　域付加給については、役員報酬規則に則り、本俸月額に100分の18を乗じたとして

　　　　　　いる。賞与についても役員報酬規則に則り、本俸月額及び地域付加給の月額、本

　　　　　　俸月額に地域付加給の月額を加えた額に100分の20を乗じて得た額並びに本俸

　　　　　　月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に2.82を乗じて得た額とし、７月及び１２

　　　　　　月にその2分の1の額を支給している。

監事 　　　　　　　非常勤役員（監事）の役員報酬支給基準は、役員報酬規則に則り、年額800,000
（非常勤） 　　　　　円としている。

  ②  平成２７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方



２　役員の報酬等の支給状況
平成２７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

22,306 13,398 6,497 2,411 （地域付加給） 4月1日 ＊※

千円 千円 千円 千円

14,917 11,445 1,372 1,974
126

（地域付加給）
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

14,598 10,611 1,900
1,910

177
（地域付加給）

（通勤手当） 4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,023 7,075 631 1,273
44

（地域付加給）
（通勤手当）

8月1日

千円 千円 千円 千円

3,499 3,499 平成27年3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

3,244 3,244 平成27年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

13,267 8,373 3,277 1,507
110

（地域付加給）
（通勤手当）

4月1日

千円 千円 千円 千円

800 800 0
（　　　　）

4月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 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３：「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。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長 　　　　　　　日本貿易保険は、我が国の輸出や海外投融資などの対外取引において生じる

　　　　　　通常の保険によって救済することができないリスクについての保険事業を効率的

　　　　　　かつ効果的に行うこととしており、理事長においてはこれら事業の推進にあたり、

　　　　　　①高度なファイナンスに係る知見②ハイレベルの国際交渉の能力③政策の実施

　　　　　　能力④強力なリーダーシップなどを有する必要があり、報酬水準については妥当

　　　　　　である。

　理事 　　　　　　　日本貿易保険は、我が国の輸出や海外投融資などの対外取引において生じる

　　　　　　通常の保険によって救済することができないリスクについての保険事業を効率的

　　　　　　かつ効果的に行うこととしており、理事においてはこれら事業の推進にあたり、

　　　　　　貿易保険業務の政策的な意義及び我が国産業のニーズを十分に理解するととも

　　　　　　に、内外の社会経済情勢に対する幅広い識見と経営戦略及び組織管理に関す

　　　　　　る高い知見と豊富な経験を有する必要があり、報酬水準については妥当である。

　監事 　　　　　　　日本貿易保険は、我が国の輸出や海外投融資などの対外取引において生じる

　　　　　　通常の保険によって救済することができないリスクについての保険事業を効率的

　　　　　　かつ効果的に行うこととしており、監事においてはこれら事業の推進にあたり、

　　　　　　大臣から任命された独立の機関として、日本貿易保険の業務を監査することに

　　　　　　より、その健全な業務運営を確保し、社会的信頼に応える良質な統治体制の

　　　　　　確立に資する責務を負っており、報酬水準については妥当である。

　監事 　　　　　　　日本貿易保険は、我が国の輸出や海外投融資などの対外取引において生じる
（非常勤） 　　　　　　通常の保険によって救済することができないリスクについての保険事業を効率的

　　　　　　かつ効果的に行うこととしており、監事においてはこれら事業の推進にあたり、
　　　　　　大臣から任命された独立の機関として、日本貿易保険の業務を監査することに
　　　　　　より、その健全な業務運営を確保し、社会的信頼に応える良質な統治体制の
　　　　　　確立に資する責務を負っており、報酬水準については妥当である。

【主務大臣の検証結果】
                 ＮＥＸＩ役員には、①貿易保険事業の持続的かつ確実な運営②多種多様な
　　　　　 利害関係者との交渉調整③国の政策判断の適切な反映④法人業務の改革等の
 　　　　  重要な任務への対応等が求められており、それに見合った適切な処遇が必要である。
　　　 　　また、役員報酬には、経済産業大臣による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。
                ＮＥＸＩにおいては、報酬等の支払の基準について、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り組みを行っており、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。

法人の長

A理事

B理事

前職
就任・退任の状況

Ｂ監事
（非常勤）

Ｄ理事

その他（内容）

A監事

役名

Ｅ理事

Ｃ理事



４　役員の退職手当の支給状況（平成２７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

該当者なし

千円 年 月

5,248 3 10 平成27年3月31日 1.1 ※

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　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

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
　　　日本貿易保険の役員報酬規則に則り、経済産業大臣が決定する５段階の業績評価に従い、業

　　績給を決定している。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して

　　おり、今後についても引き続き継続していく。

　　　（参考）

　　　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）×103.2/100×評価係数

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

監事

法人での在職期間

法人の長

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし監事

法人の長

理事A

判断理由

該当者なし

「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」（平成15年12月19日閣議
決定、平成27年3月24日一部改正）に基づく統一的な計算ルールに基づいて計算した結果、
業績勘案率を「1.1」と決定し、退職手当支給額を決定しており、妥当である。



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

　　当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、類似した事業を実施している民間企業等のほか、
　平成27年賃金構造基本統計調査によるデータのうち、「年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額
　及び年間賞与その他特別給与額」を参考にした。

　　 　　　　　　銀行業　 　保険業　     卸売業　     ＮＥＸＩ
 　　 5～ 9年　 546万円　　603万円　 　　594万円      625万円
 　　10～14年　 688万円　　743万円　 　  695万円      664万円
 　　15～19年　 868万円　  930万円　 　  811万円      822万円
 　　20～24年　 1,020万円　1,021万円　   958万円      831万円

　　当法人においては、平成２５年度に評価制度を改正し、より能力主義・実力主義的な昇格・昇
　給基準を導入し、経済産業省大臣による評価（５段階）とともにその結果を賞与に反映させている。

　③　 給与制度の内容及び平成２７年度における主な改定内容
　　給与規則に則り、基本給（資格給、役割給及び役職給）、諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、
　単身赴任手当、時間外手当及び指導員手当）、賞与及び年俸としている。
　　賞与については、（資格給＋役割給＋役職給＋扶養手当）×係数×個人評価係数としている。
　　なお、平成２７年度では、国家公務員の人事院勧告に伴い、資格給の引き上げ（0.4％）及び賞与の
　支給率について、0.10ヶ月分の引き上げを実施した。

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

89 42.7 8,351 5,856 147 2,495
人 歳 千円 千円 千円 千円

89 42.7 8,351 5,856 147 2,495

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 － － － － －

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 39.0 6,722 4,729 202 1,993
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 38.7 6,567 4,592 140 1,975

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３：「在外職員」及び「任期付職員」の「事務・技術」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。

平均年齢

事務・技術

うち所定内
平成２７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

注２：「再任用職員」及び「非常勤職員」は該当者がいないため記入欄を省略。

民間出向職員

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

　②　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（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与



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、④まで同じ。

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

4 51.3 13,920

21 49.5 11,167

43 46.1 8,089

23 32.9 6,397

5 24.7 3,774

1 － －

1 － －

1 － －

1 － －

夏季（７月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

80.8 80.8 80.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

19.2 19.2 19.2

％ ％ ％

         最高～最低  30.6～7.4  30.6～7.4  30.6～7.4

％ ％ ％

82.3 82.9 82.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

17.7 17.1 17.4

％ ％ ％

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

・本部部長

15,173～6,133

　　代表的職位

－

－

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

②

4,357～3,244

注：２　②年齢【20～23歳】、【24～27歳】、【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、人数以外記載していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員を除く。以下、④まで同じ。〕

・本部係長

・本部係員

人員

－

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

一律支給分（期末相当）

－

・本部課長

分布状況を示すグループ

区分

千円

平均年齢

12,295～9,879

賞与（平成２７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

　　　・本部課長補佐

一般
職員

③

④

注：１　本部部長における該当者が4人以下のため、年間給与額（最高～最低）は表示しない。

・地方部長

7,956～5,063

－・地方係員

・地方課長

管理
職員

　　　・地方課長補佐

注：２　地方部長、地方課長、地方課長補佐及び地方係員における該当者が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員以外記載していない。
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢・地域・学歴勘案　　　　106．7

・年齢・地域勘案　　　　　　　　111.3

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

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。
　さらに、職員の在職地域が、東京（９６％）及び大阪（４％）に限られることに
加えて、大学・大学院卒の割合が国（行政職（一））の５５％に対し、９５％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１０６．７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　        卸売業　      ＮＥＸＩ
  5～ 9年　  546万円　　 603万円　 　　594万円      625万円
 10～14年　 688万円　　 743万円　 　  695万円      664万円
 15～19年　 868万円　   930万円　 　   811万円     822万円
 20～24年　 1,020万円　1,021万円　 　958万円      831万円
　(出所）厚生労働省「平成27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：12,569千円（平均年齢40.1歳）
　Ｂ銀行：11,132千円（平均年齢40.0歳）
　Ｃ銀行： 9,477千円（平均年齢40.0歳）
　Ｄ損保：13,257千円（平均年齢42.8歳）
　Ｅ損保：11,538千円（平均年齢46.9歳）
　（出所）各社平成27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    ： 8,106千円（平均年齢39.2歳）
　・日本政策投資銀行：10,422千円（平均年齢37.8歳）
　（出所）各社平成27年３月期有価証券報告書

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　  　127.3

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　なし】
【累積欠損額　なし】
【管理職の割合　２６．５％（事務・技術職員数１０２名中２７名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　９５．１％（事務・技術職員数１０２名中９７
名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　1.4％】
　（支出総額　88,494百万円、給与・報酬等支給総額　1,246百万円：平成27
年度決算）

内容項目

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　122.0

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
  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。
　さらに、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５５％に対し、９５％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１０６．７となる。
　平成２５年度から、既存の働き方の見直しなど一層の業務の効率化を推進
するとともに、より能力主義・実力主義的な昇格・昇級基準を導入し、組織へ
の貢献及び実際担当している職務とその成果とにバランスをとった給与制度
を導入した。
　日本貿易保険は、国からの財政支出はないが、支出総額に占める給与・
報酬等支給総額の割合は1.4％と低い状況である。



（主務大臣の検証結果）
　ＮＥＸＩと人材が競合する労働市場における給与水準（上記）と比較すると、
勤続年数５～１０年の区分を除き、概ねＮＥＸＩの給与水準が下回っているこ
と、勤続年数５～１０年の区分についても、NEXIでは適切な人材確保の観点
から中途採用が多いため勤続年数が浅くても給与水準が高くなる傾向があ
ることから、現在の給与水準はやむを得ないと考える。
　また、平成25年度からは、より能力主義・実力主義的な給与・人事制度を
導入しているところ、指数は平成２５年度から平成２７年度にかけて低下して
おり、適切に給与・人事制度が運用されていると考えられる。
　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正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、給与水準の
適正性について注視していく。

　独立行政法人通則法第50条の10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、また、平成25年度か
らは、更に評価に基づいたより能力主義・実力主義的な給与・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、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。

講ずる措置



４　モデル給与
○２２歳（大卒初任給、独身）
　　月額　218,900円、年間給与　3,546,180円
○３５歳（調査役、配偶者・子１人）
　　月額　366,400円、年間給与　6,760,402円
○４５歳（調査役、配偶者・子２人）
　　月額　420,400円、年間給与　7,818,538円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
　当法人においては、平成２５年度に評価制度を改正し、より能力主義・実力

主義的な昇格・昇給基準を導入した。

　また、その評価結果が賞与にも反映されるものとなっており、引き続き継続し

ていく。

Ⅲ　総人件費について

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円

1,228,703 1,246,144
(A)

千円 千円 千円 千円

9,743 12,680
(Ｂ)

千円 千円 千円 千円

309,567 313,414
(Ｃ)

千円 千円 千円 千円

(D) 155,782 158,718 159,997 171,230
千円 千円 千円 千円

1,708,010 1,743,468
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
　①「給与、報酬等支給総額」　対前年度比：1.4％

　　・給与支給職員の増加等による。

　　「最広義人件費」　対前年度比：2.1％

　　・上記給与、報酬等支給総額の増等による。

　②「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。

Ⅳ　その他

特になし。

給与、報酬等支給総額

区　　分

福利厚生費

4,738
退職手当支給額

非常勤役職員等給与

1,590,227

1,165,809 1,167,368

280,598

14,587

263,898

1,621,271

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費


