
/

従業員の確かな安心のために

安心・確実・有利な国の退職金制度

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp



中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済（中退共）制度は、
昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された
「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた
退職金制度です。

中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部（中退共）が
運営しています。

中退共制度は、安心・確実・有利で、
管理が簡単な退職金制度です。



中退共制度のメリット

掛金は非課税

●法人企業の場合は損金
●個人企業の場合は必要経費

有利な国の掛金助成

●新規加入助成
●月額変更助成

管理が簡単

●退職金管理・運用や各種手続きに
手数料は かかりません

●退職金の運用は中退共がすべて行います
●掛金の納付状況や退職金試算額も簡単に把握



●同居の親族を雇用する事業所も加入できます。
※「同居の親族」とは、事業主と生計を一にする同居の親族です。

●解散存続厚生年金基金、特定退職金共済制度を廃止した団体からの資産移換ができます。

●合併等による企業年金との資産移換もできます。

※個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。

※常時雇用する従業員には、１週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている
通常の従業員とおおむね同等である者であって、

①雇用期間の定めのない者②雇用期間が２か月を超えて雇用される者を含みます。

『常用従業員数』または『資本金・出資金』のいずれかが範囲内であれば加入できます。

中退共制度に加入できる企業は中小企業者に限られています。

加入条件



従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、次の条件にあてはまる従業員は加入させなくてもよいことになっています。

注 意

≪ 加入できない方 ≫
●事業主
●小規模企業共済制度に加入している方
●法人企業の専任役員
●特定業種退職金共済制度に加入している従業員
●社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員

加入させる従業員



事業主が雇用する従業員を対象に、中退共本部と退職金共済契約を結びます申込

●申込書を金融機関・委託事業主団体・
委託保険会社に提出します。

※中退共本部に直接「契約申込書」を
提出することはできません。

●「契約成立日」は
金融機関・委託事業主団体・
委託保険会社の受付日となります。

●従業員ごとの
「加入通知書」・「退職金共済手帳」を、

後日事業主に送付します。

加入手続き



●掛金は従業員ごとの

「契約成立日」の属する月分から「退職日」の属する月分までを納付します。

●毎月の掛金（加入従業員の総額）は、

事業主が指定した金融機関の預金口座から、毎月１８日に振り替えます。

毎月の掛金は全額事業主負担とし、金融機関を通じて納付します掛金

掛金の納付方法



退職した従業員の請求に基づき、中退共から退職金が直接支払われます退職

●事業主からの「被共済者退職届」により、

退職する従業員の掛金振替を中止します。

●事業主は退職した従業員に「退職金共済手帳（請求書）」を渡し、

退職した従業員は請求書と必要書類を添付して中退共本部へ送付します。

●中退共本部は従業員の請求に基づいて、

退職した従業員の預金口座に退職金を振り込みます。

退職手続



掛金月額の種類

掛金月額は従業員ごとに選択することができます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円

10,000円 12,000円

24,000円

16,000円

9,000円

18,000円

20,000円 22,000円

14,000円

30,000円

26,000円 28,000円

掛金月額（全従業員選択可）

掛金は
全額

非課税

特例掛金月額（短時間労働者のみ選択可）

2,000円 3,000円 4,000円

※1 短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が、

同じ企業に雇用される通常の従業員よりも短く、

かつ３０時間未満である従業員をいいます。

※2 加入申込時に、短時間労働者であることの

証明書をご提出ください。

短時間労働者は次の３種類の特例掛金月額も
選択できます。



掛金月額の種類

初めて中退共制度に加入する事業主に対して、加入後４か月目から１年間、
国が助成します。助成期間中は、加入している従業員の掛金月額の１／２
（従業員ごとに上限５，０００円）を助成します。

短時間労働者の特例掛金月額については

掛金月額の１／２にさらに上乗せして助成します。

※掛金月額から助成額を控除した額を納付していただきます。

月額2,000円
月額3,000円

月額4,000円

月額の1/2
2,000円月額の1/2

1,500円月額の1/2
1,000円

助成額

1,300円
助成額

1,900円
助成額

2,500円

＋300円
＋400円

＋500円
上乗せ

上乗せ

上乗せ

短時間労働者の特例掛金月額の助成

5,000円の助成

5,000円の助成

1万円 1万円

1万円

助成期間中に追加加入した
従業員は残存期間を助成

1万円で
新規加入

1万円で追
加加入

助成期間（12か月）

助成イメージ

3か月

新規加入助成新規加入助成



増額する月から１年間、国が助成します。１８，０００円以下の掛金月額を
増額変更する場合、増額分（増額前と増額後の差額）の１／３を助成します。

※増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。

10,000円5,000円 20,000円

1,660円の
助成（12か月）

3,330円の
助成（12か月）

※20,000円以上の
掛金月額からの増額は
助成の対象になりません。

助成イメージ

月額変更助成

※掛金月額から助成額を控除した額を納付していただきます。

掛金月額助成

10円未満切捨て



事 業 主 の 条 件 新規加入助成 月額変更助成

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主 × 〇

解散存続厚生年金基金から資産移換を希望する事業主 × 〇

特定退職金共済制度を廃止した団体から資産移換を希望する事業主 × 〇

合併等により企業年金との間の資産移換を希望する事業主 × 〇

同居の親族とそれ以外の従業員を雇用する初めて中退共制度に加入する事業主 〇 〇

同居の親族のみを雇用する事業主 × ×

新規加入助成・月額変更助成の対象にならない場合があります。

掛金助成可否一覧表

掛金月額助成



掛金納付状況票及び退職金試算票

これまでの納付実績が月額ごとに
記載されています。

その年度に退職した場合の月ごとの
退職金試算額が記載されています。

加入従業員ごとの「納付状況」「退職金試算額」を年１回事業主にお知らせしますので、
管理が簡単です。

《事業主保存用》 《従業員配付用》

毎年、従業員ごとの納付状況票及び退職金試算票を全加入企業に無料でお知らせします。



通算制度

一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。

特定業種退職金共済制度
（建設業・清酒製造業・林業）

特定退職金共済制度

中退共制度

過去の勤務期間 ※過去の勤務期間の通算は、初めて中退共制度に加入する事業主に限り、

既に雇用している従業員の勤務期間分についても掛金を納付することができます。

中退共制度

中退共制度

中退共制度



退職金は基本退職金と付加退職金の２本建てです。

中退共制度から支払う退職金は税法上、退職所得控除として取り扱われます。

掛金月額と納付月数に応じて法令で
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。

基本退職金

中退共の運用収入や財務状態等
を勘案して定められる金額です。

付加退職金

退職金

(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。

退職金



5,000円 10,000円 20,000円 30,000円

（1～11月） 0 0 0 0

1年 （12月） 18,000 36,000 72,000 108,000

1年11月（23月） 58,500 117,000 234,000 351,000

2年 （24月） 120,000 240,000 480,000 720,000

3年 （36月） 180,000 360,000 720,000 1,080,000

3年6月 （42月） 210,000 420,000 840,000 1,260,000

3年7月 （43月） 215,050 430,100 860,200 1,290,300

5年 （60月） 304,100 608,200 1,216,400 1,824,600

10年 （120月） 632,800 1,265,600 2,531,200 3,796,800

20年 （240月） 1,333,300 2,666,600 5,333,200 7,999,800

30年 （360月） 2,106,550 4,213,100 8,426,200 12,639,300

40年 （480月） 2,958,950 5,917,900 11,835,800 17,753,700

掛金月額
納付月数

退職金不支給
⇒掛け捨て

掛金＞退職金
⇒掛け損

掛金＝退職金
⇒掛金相当額

掛金＜退職金

(注)平成14年11月1日から適用。本表は基本退職金のみで、付加退職金を含んでおりません。

基本退職金額表（一部抜粋）



加入に際しての留意点

⇒ただし、従業員を懲戒解雇した場合、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、
退職金額を減額することができます。
※退職金が減額された場合、その減額分は事業主には戻りません。

短期間での退職は『掛け捨て』や『掛け損』となります１

退職事由によって退職金額を変えることはできません２

懲戒解雇等の場合も退職金は従業員に支払われます３

⇒納付月数が１～１１月は『掛け捨て』となり、
１２月～２３月までは掛金相当額を下回る『掛け損』となります。
※これらは制度全体として長期加入者の退職金を

手厚くするよう設計されているためです。

⇒退職金額は掛金月額と納付月数に応じて定められており、
退職事由が事業主都合か自己都合かで変わることはありません。



加入者の皆様から中退共へ寄せられた声

5

中退共 検索

小規模企業の経営コンサルティングを始めて23年。創業支援も毎年何件か担当させて
頂きます。その際必ず中退共の紹介をしますと知らない方が多く、
開業後にお会いすると多くの方が加入したと報告くださいます。経費扱いになるだけでなく
心理的に安心する仕組みに事業主の方々は価値を見出している様子です。

中退共制度の魅力

時代にマッチ

企業側にとっては
簡単・明瞭な退職金づくり、
社員・従業員にとっては時代に
マッチしたポータビリティ（転職時
の持ち運び）を併せ持つ、
とても良い制度・仕組みだと
思います。

中退共HPも見てね！

求人票に！

従業員15名の小さな会社です。
中退共制度は退職金が準備でき、求人票にも記載できる
すばらしい制度だと思います。皆にこの中退共を
知ってもらい加入できれば安心が広がると思います。




