
Ⅱ部　その他

１　掛金助成制度

⑴　新規加入に対する助成

　①　初めて退職金共済契約を締結した共済契約者（事業主）に対する助成

　　…　掛金月額の 2分の 1の額（従業員ごとに上限５,000円）を、加入後 ４か

月目（加入月から ３か月経過後）から 1年間（12か月）国が助成します。

　　…　なお、掛金月額が2,000円、３,000円、４,000円の特例掛金月額の場合は、

掛金月額の 2分の 1の額にそれぞれ３00円、４00円、５00円が加算されます。

　　（掛金月額が10,000円以下の場合）

　　　
１

12か月３か月

助成

　　（掛金月額が12,000円以上の場合）

　　　

12か月３か月

助成

　　（特例掛金月額の場合）

　　　

12か月３か月

助成

　②…　新規加入による助成期間内（12か月）に掛金月額を減額した場合は、残

存期間の助成額は減額後の掛金月額を対象とした助成額となります。

　③…　新規加入による助成期間内（12か月）に追加加入があった場合は、助成

期間の残存期間に限り、追加加入分も助成の対象になります。

（注）新規助成の対象とならない事業主

　　　①…　確定給付企業年金法（平成1３年法律第５0号）附則第28条第 1項（適

格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への

移換）の規定により掛金納付月数を通算した共済契約者

　　　②…　社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による独立行政法人福祉

医療機構が運営する退職手当共済に加入している事業主

　　　③　同居の親族のみを雇用する共済契約者

　　　④…　平成26年 ４ 月 1 日以後に加入し、解散存続厚生年金基金から資産の

移換を希望する共済契約者

　　　⑤�　平成28年 ４ 月 1 日以後に加入し、特定退職金共済事業の廃止に伴い、

資産の引渡を希望する共済契約者

26



　　　⑥�　平成30年5月1日以後に加入し、合併等を契機に企業年金制度から

中退共へ資産の移換を申し出る共済契約者

　　　⑦…　平成30年5月1日以後の合併等を契機に中退共から企業年金制度へ

資産を移換する目的で新たに退職金共済契約を締結した共済契約者で

あって、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする共済契約者

　　　※　「中小企業退職金共済法第2３条」（加入促進等のための掛金負担軽

　　　　　減措置）

　　　　　「中小企業退職金共済法施行規則第４５条」（加入促進のための掛金負担

　　　　　　軽減措置）

⑵　掛金月額の増額に対する助成（10円未満の端数は、切り捨てになります）

　①…　掛金月額が20,000円未満の者の掛金月額を増額した共済契約者（中小企

業者でなくなった事業主及び同居の親族のみを雇用する共済契約者は除

く）に対して掛金月額を増額した月から（③を除く）増額分の ３分の 1を

1年間（12か月）国が助成します。

　　（掛金月額が20,000円未満の者の掛金月額を増額する場合）

…　

　　（掛金月額が20,000円以上の者の掛金月額を増額する場合）

　　

　②…　新規加入による助成期間内（12か月）に､ 掛金月額を増額した場合は､ 新

規加入による助成と掛金増額による助成を重複して受けることができます｡

　③…　新規加入による助成開始前に掛金月額を増額した場合は、新規助成開始

月から助成が始まります。

　

　④　新規助成がない場合は、掛金月額を増額した月から助成を開始します。

　　

　⑤…　掛金月額の増額による助成期間内（12か月）に、再び掛金月額を増額し

た場合は、増額を行った月の前月までをもって増額助成は打ち切りとなり

ます。

（例）・掛金月額を10,000円から18,000円に増額
　　　・掛金月額を18,000円から30,000円に増額

30,000円

18,000円

10,000円

増額助成額　　　・2,660円(8,000円×－13 =2,666.66円)

　　　　　　　　・4,000円(12,000円×－13 =4,000円)

助成

12か月

12か月

助成

12か月

　 例　掛金月額を20,000円から26,000円に増額

（注）助成の対象とはなりません。

3か月

助成

助成

12か月

12か月

助成

12か月
－13  (2,000円)
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　⑥…　掛金月額の増額による助成期間内（12か月）に、掛金月額を減額した場

合は、助成は打ち切りとなります。

　　

　⑦…　掛金月額の増額が、過去の最高掛金月額を上回る部分の3分の1が助成

額になります（過去の最高掛金月額を上回らない掛金月額の増額は、助成

はありません）。

　　

２ 　退職金・解約手当金の計算

⑴　退職金と解約手当金

　①　平成1４年11月 1 日以後に加入した被共済者

　　イ…　退職金の額は、基本退職金と付加退職金の 2本建てで、両方を合算し

たものが受け取る退職金額となります。

　　　ａ…　基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて固定的に定められ

ている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0％として設計し

定められた金額です。

　　　　（注）予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。

　　　ｂ…　付加退職金は、納付月数が４３月とその後12か月毎の基本退職金相当

額に厚生労働大臣が定めるその年度の支給率を乗じて得た額を退職時

まで累計した額です。

　　　　…　なお、年 1回掛金の納付状況とともに退職金額を試算して、共済契

約者にお知らせします。

　　ロ…　解約手当金の額は、2５ページの⑴の①のイ及び⑵の①のイ、ロ、ハの

解約事由に該当し、かつ、掛金助成を受けた場合は、退職金の額から掛

金助成に係る助成金相当額又は解約手当金の ３割のいずれか少ない額を

減じた額となります。

　　ハ…　掛金納付月数が11月以下のときは、退職金も解約手当金も支給されま

せん。ただし、過去勤務掛金の納付がある場合、特退共からの通算があ

る場合及び他制度から引継いだ残余の額がある場合などは、本体掛金部

分を除いて支給されます。

　　ニ…　掛金納付月数が12月以上2３月以下のときの退職金額は、納付された掛

（注）Ａ部分は、助成の対象とはなりません。

A

A
6か月

10か月

助成

助成

打ち切り

8か月

4か月
助成

A B

（注）Ａの額の３分の１ではなく、Ｂの額の３分の１です。

8か月

12か月
助成

助成
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金総額の約 2分の 1〜 ３分の 1となります（４５ページ「基本退職金額表」

表 1参照）。

　　ホ…　掛金月額を増額した場合、掛金総納付月数が2４月以上のときは、増額

後の掛金の納付月数が2３月以下であっても、増額分の掛金総額が退職金

に反映されます。

　　　…　掛金総納付月数が2３月以下の場合、増額後の掛金の納付月数が11月以

下のときは、増額分の掛金は退職金に反映されません。また、増額後の

掛金の納付月数が12月以上22月以下のときは、退職金額に反映される増

額分は、増額分の掛金総額の約 2分の 1〜 ３分の 1となります（この項

について、掛金を減額した場合の減額分の掛金についても同様です）（４５

ページ「基本退職金額表」表 1参照）。

　　ヘ…　死亡による退職の場合、掛金納付月数が12月以上2３月以下のときであ

っても、退職金額は掛金相当額となります。

　　ト　過去勤務掛金が納付されている場合

　　　ａ…　完納した場合、本体掛金の納付月数と過去勤務期間を通算した月数

と掛金月額により算定した退職金額が支給されます。

　　　　…　ただし、「本体の退職金額に過去勤務部分を計算した額を加算した

額」が、上記で求めた退職金額を上回る場合は、その加算した額が支

給されます。

　　　ｂ…　完納せず退職した場合は、本体の退職金額に納付された過去勤務掛

金の総額（納付月数が４３月以上の場合は、利息を付した額）を合計し

た額が支給されます。

　　　ｃ…　解約手当金の額は上記ロの条件により減額して支給する額が過去勤

務掛金の総額を下回るときは、過去勤務掛金総額相当額が支給されます。

　②　平成1４年10月３1日以前に加入した被共済者

　　…　退職金の算定は、４５ページの「基本退職金額表」を用いますが、平成1４

年10月分までの退職金額を保障するため「換算月数」を実際の納付月数に

加えて計算します。

　③　特退共からの通算がある場合

　　下記イとロを加算した額となります。

　　イ　中退共加入後の掛金月額及び掛金納付月数に応じて算定した額

　　ロ…　特退共団体から受入れた金額に対し、受入れた時点における法第３0条

第 2項に定められた利率により複利計算をして得た元利合計額を加算し

た額

⑵　退職金の計算例

　　例　平成1４年11月 1 日以後の加入で、加入後の納付月数が４３月以上のもの

　　　（条件）……　掛金月額10,000円で４8月納付した後、6,000円増額し、12月納

付して退職した場合

計算月 計算月

退職加入

平成
a 年度 b 年度 c 年度 d 年度 e 年度 f 年度
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　①　基本退職金額

　　…　掛金月額10,000円、納付月数60月分と増額した6,000円、納付月数12月

分の合計です。

　　イ…　４５ページの「基本退職金額表」の表 2から納付月数60月の額60,820円

を求めます。この額は掛金月額1,000円当たりの額ですから10倍します。

　　　　　　60,820円×10＝608,200円

　　ロ…　増額分は「基本退職金額表」の表 2から納付月数12月の額12,000円を

求めます。この額は掛金月額1,000円当たりの額ですから 6倍します。

　　　　　　12,000円×6＝72,000円

　　　基本退職金額＝608,200円＋72,000円＝680,200円

　②　付加退職金額

　　…　納付月数60月の期間内には、付加退職金の計算月が４３月と５５月（４３＋

12）の 2回あります。それぞれの計算月に当たるｄ年度とｅ年度の支給率

を仮にｄ′、ｅ′とした場合、次の額になります。

　　イ　第 1回（４３月）の付加退職金（円未満切り上げ）

　　　　　　４３0,100円×ｄ′

　　　　　　　　�４３月の基本退職金相当額（４３,010円×10）

　　ロ　第 2回（５５月）の付加退職金（円未満切り上げ）

　　　　　５97,200円×ｅ′

　　　　　　　　�５５月の基本退職金相当額｛（５５,５20円×10）＋（6,000円× 7）｝

　�増額後 7月

　　　付加退職金額＝（４３0,100円×ｄ′）＋（５97,200円×ｅ′）

　　　∴　退職金額＝680,200円＋（４３0,100円×ｄ′＋５97,200円×ｅ′）

　　　　　　　　（基本退職金額）　…　　（付加退職金額）

３ 　税　金

⑴　掛金は全額非課税

　…　中退共の掛金は、全額事業主負担です。この掛金は、法人の場合は損金、

個人企業の場合は必要経費として全額非課税になります（法人税法施行令第

1３５条第 1号、所得税法施行令第6４条第 2項）。

　…　経理上の処理は、中退共の掛金であることがわかるように、例えば「中小

企業退職金共済掛金」などの科目を設けて、損金（又は必要経費）勘定に計

上してください。また、掛金は被共済者の給与所得にもなりませんから源泉

徴収の対象になりません。

　（注…）　地方税の法人事業税には、資本金又は出資金が 1億円を超える法人

（現行の所得課税法人に限るものとし、公益法人、特別法人等を除く）

を対象に、外形標準課税が適用されますので、ご留意ください。

⑵　退職金の税金

　…　中退共本部から支給される退職金は、所得税法上の退職所得となり、他の

所得と切り離されて税額が計算されます（所得税法第３0条、第３1条第 ３号及

び同法施行令第72条）。

　…　なお、請求人が本年中（退職年）又は退職年の前年以前 ４年内に退職手当

を受領されている場合は、その計算に使用した期間を加味して退職所得控除

額を計算し、税額が算出されます。

　…　税金は、支払者（中退共本部）で所得税及び住民税を徴収し、国及び市町

村等に納入するとともに、被共済者（従業員）へ「退職所得の源泉徴収票・

特別徴収票」を交付いたします。
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　…　ただし、退職年に、中退共本部から支払われる退職金の他にも退職金の支

払いがある場合、それぞれに退職所得控除額を減じることはできませんので、

中退共本部に提出された支払済みの「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」

の支払金額と中退共本部の退職金額を合算し、退職所得控除額を減じて税額

を計算し、その金額から先に徴収済みの税額の差額分を中退共本部で徴収し

ます。

　…　死亡退職の場合は、「退職所得」ではなく相続税の対象となりますので、

受給者が申告納税することになります（分割払いの税法上の取り扱いは、2４

ページ④参照）｡

　　退職金の税額の計算は

　①　「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出があった場合

　　イ…　退職金が80万円に満たないときは、勤続年数にかかわりなく税金はか

かりません。

　　ロ…　退職金が80万円を超えるときは、その退職金額から次の計算方法で算出

した退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が課税の対象となります。

　　（退職所得控除額の計算）

　　　ａ　勤続年数20年以下の場合

　　　　　勤続年数×４0万円

　　　ｂ　勤続年数20年を超える場合

　　　　　800万円＋（勤続年数−20年）×70万円

　（注 1 …）　中退共の場合の勤続年数は、退職金額の計算の基礎となった期間

（掛金が納付された期間）となります。

　（注 2 ）　（退職日が令和４年１月１日以降の方）勤続年数が５年以下の場

　　　　合は、短期退職手当となり税額の計算方法が異なります。

　（注 ３ …）　障がい者になった事が直接の原因で退職した場合は、上記で計算

した退職所得控除額に100万円を加算します。

　②　「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がなかった場合

　　…　上記①のイ、ロの控除は適用されず、退職年に対応した税額が差し引か

れます。

⑶　解約手当金の税金

　…　解約手当金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。受給者の

その年中の一時所得の金額が５0万円を超える場合は、受給者本人が確定申告

により納税することになります。
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○退職金（解約手当金）請求書【
○住民票（マイナンバー入り） 
○運転免許証・健康保険証コピー等 

 

○退職金（解約手当金）請求書【
○住民票（マイナンバー入り） 
○退職所得申告書(税務署所定)【
○運転免許証・健康保険証コピー等 

《退職金(解約手当金)請求の際の添付書類確認図》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【*1】前年以前４年内とは、令和３年の退職であれば、平成 29年から令和２年をさします。  
【*2】退職金を複数か所から受け取る場合、手続きの前に必ず退職金を受け取る順番を決めていただくこととなっております。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【*3】請求人住所が事業所等と同一のときまたは事業所の寮等であるときには、「印鑑証明書」及びマイナンバー法の規定による
確認書類の添付が必要です。 

【*4】税務署所定の「退職所得申告書」は、退職金の支払いを受ける都度作成するものです。従いまして同年中に２か所から 
退職金を受け取る場合には、２通作成しそれぞれの支払者に提出が必要です（コピー不可）。様式は中退共ホームページ
からも印刷ができます。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。 

【注】･ マイナンバー法の規定による確認書類として、番号確認及び身元確認書類を提出していただくこととなっております。  
･ 通知カードの表裏の記載事項が住民票と異なる場合は番号確認書類として使用できません。
･ 身元確認書類として、健康保険証コピーを提出する場合は、コピーした保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキ
ングしてお送りください。

･ 請求者がご遺族の場合には、上記以外の書類の提出が必要となります（21ページ参照）。

パターン① 

今回の退職に際して、中退共以外（会社・生命保険会社等）から受給する退職金はありますか？ 

退職した年の前年以前４年内に退職金の支払いを 
受けたことがありますか？ 【*1】

今回の退職に際して退職金を受け取る順番は？【*2】

中退共が先

ない 

 

ない 

ある 

パターン① 

中退共より前に
受給あり

パターン① 

（4年内に受給なし） （4年内に受給あり）

パターン③

パターン③

○退職金（解約手当金）請求書【＊ 】
○住民票（マイナンバー入り）

【）定所署務税（書告申得所職退○ ＊ 】

＊ 】＊ 】

＊ 】

○退職所得の源泉徴収票（コピー）

○運転免許証・健康保険証コピー等

パターン②

ある

パターン② パターン②
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事
業
主
（
共
済
契
約
者
）

従
業
員
（
被
共
済
者
）
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59 60
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