
 

 

 

 

 201５年度年末一時金・第 2 回集計  

66 割割がが前前年年実実績績以以上上のの回回答答引引きき出出すす  

＜回答状況＞ 
 2015 年 2014 年(同期) 

登録組合数 745 761 

回答組合数 303（40.7％） 327（43.0％） 

 うち上積み獲得 40 （13.2%） 54（16.5％） 

うち妥結組合数 95 （31.4％） 89（27.2％） 

＜回答内容＞（月数および金額） 

集計方法＆対象 2015 年 201４年（参考） （前年比） 

単純平均 
月数 2.13  2.14  －0.01  

額（円）  698,907   687,716  11,191 

加重平均 
額（円） 640,201  679,622  －39,421  

組合員数（人） 90,989  98,016   

＊額または月数のみの報告があるため、双方は連動しません。 

 

＜前年実績と比較可能な組合における回答状況（金額での比較）＞ 

 2015 年 2014 年 

前年との比較が可能な組合数 182 201 

うち前年額以上の組合 111（61.0%） 116（57.7%） 

 （前年超） 100  104 

 （同 額）    11 12 

＜前年実績と比較可能な組合における単純平均額・月数の比較＞ 

 組合数 金額・月数 前年実績 （前年比） 

単純平均 
額（円） 182 699,151 699,580 －429  

月数 245    2.11    2.14 －0.03 
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国民春闘共闘委員会（全労連、純中立労組懇、地方共闘などで構成）は 20 日、2015 年の年

末一時金第 2 回集計を行い 21 単産部会から報告が寄せられました。 



 ＜集計結果の概要＞ 

回答引出し・妥結状況 

2015 年度の年末一時金の第 2 回集計には 21 単産・部会から報告が寄せられ、登録 745 組合の

うち 40.7％にあたる 303 組合が回答を引き出しています。前回調査（11 月 6 日時点：184 組合・

24.7％）から 119 組合・16 ポイント増え、前年同期（2014 年 11 月 19 日時点：327 組合・43％）

を 2.3 ポイント下回っています。 

 回答引き出し組合のうち数字にわたる上積み回答を引き出したのは 40 組合・13.2％で、前回調

査から 30 組合・7.8 ポイント増えています。前年同期と比べると 14 組合・3.3 ポイント下回って

います。 

 現時点で妥結した組合は 95 組合で、妥結率は 31.4％となっています。前年同期（89 組合・27.2％）

と比べ 4.2 ポイント上回っています。 

 

全体の回答内容 

月数回答のあった 257 組合での単純平均月数（一組合あたりの平均）は 2.13 ヵ月で、前回調査

から 0.1 ヵ月増となっています。前年同期比ではマイナス 0.01 ヵ月と、わずかに下回っています。 

金額回答のあった 191 組合での単純平均額は 698,907 円で、前回調査から 21,880 円増、対前年

同期を 11,191 円上回っています。 

加重平均額（組合員一人あたりの平均）は 640,201 円で、前回調査から 31,027 増となりました

が、前年同期を 39,421 円下回っています。 

規模別に見ると、前回調査同様に、「29 人以下」、「30～99 人」、「100～299 人」が単純平均月数

2 ヵ月以上を維持しており、中小規模組合での奮闘が伺えます。 

単産部会別にみると、全農協労連、JMIU、化学一般労連、建交労・運輸、郵政ユニオン、全倉

運、金融労連、外銀連、民放労連、出版労連、映演労連、特殊法人労連、地方マスコミの 13 単産

部会が全体平均月数（2.13 ヵ月）以上となっています。 

また、建設関連労連、民放労連、出版労連では単純・加重平均額ともに 100 万円以上の高水準と

なっています。 

 

前年実績比較可能な組合での回答状況 

同一組合での対比が可能な 182組合での単純平均額の結果を前年実績と比べると今期は 699,151

円で、前年実績比 429 円減とわずかに下回っています。 

このうち 61％にあたる 111 組合が前年実績額以上の回答を引き出しており、前年同期（前年実

績額以上 116 組合・57.7％）から 3.3 ポイント増加しています。 

月数で同一組合対比可能な 245 組合の単純平均月数は 2.11 ヵ月で、前年実績比マイナス 0.03 ヵ

月となっています。このうち前年実績超が 88 組合、同月数 69 組合、前年実績未満 88 組合となっ

ています。 

春闘や夏季一時金と同様に、同産業内でも回答にばらつきが出ているとの報告も寄せられていま

す。 

 



パートやアルバイトなど非正規雇用で働く仲間の一時金 

非正規雇用で働く仲間の一時金獲得は、別表の 4 単産 119 組合で 223 件の成果獲得となってい

ます。前年同期（2014 年 11 月 19 日時点：113 組合・168 件）を 55 件上回っています。 

このうちパートやアルバイトなどを中心とした時給制で働く仲間の一時金獲得は、4 単産で 142

件となっています。月数報告のあった 102 件での単純平均は 0.823 ヶ月で、金額報告のあった 47

件の単純平均額は59,570円となっています。前年実績と比較可能な組合の単純平均月数を見ると、

82 件の平均で 0.874 ヶ月と前年実績（0.908 ヵ月）をわずかに下回っています。金額では 26 件平

均で 62,483 円と前年実績比 3,829 円となっています。 

月給制（準職員・契約社員など）で働く仲間の一時金獲得は 3 単産・63 件となっています。月

数報告のあった 50 件の単純平均は 1.077 ヵ月で、金額では 19 件平均で 150,045 円となっていま

す。前年実績比較可能組合を見ると、月数は 1.091 ヵ月（35 件平均）で前年実績比プラス 0.114

ヵ月、金額では 177,763 円（13 件平均）で前年実績比 831 円増となっています。 

また、再雇用・継続雇用で働く仲間の一時金は、3 単産から 18 件の獲得報告が寄せられていま

す。時給制では 0.493 ヶ月（8 件平均）、83,817 円（4 件平均）となり、月給制では 1.568 ヵ月（5

件平均）、37,500 円（2 件平均）となっています。 

 

＜参考＞ 他団体の年末一時金集計結果 

●連合の第 1 回回答集計 年末一時金（11/13 公表）は以下のとおりです。 

 金額（円） 

集計組合 加重平均 単純平均 

組合数 人数（万） 2015 年 昨年実績 2015 年 昨年実績 

991 81.0  788,384  780,631  585,739  560,763  

月数（ヵ月） 

集計組合 加重平均 単純平均 

組合数 人数（万） 2015 年 昨年実績 2015 年 昨年実績 

1,791 111.9  2.56 2.50  2.17  2.14  

 
※昨年実績は、昨年同期実績 

 

●日本経団連の年末一時金妥結集計（大手企業＝10/30 現在）は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 

 
※集計対象は東証一部上場、従業員 500 人以上の企業 

 

集計対象 
集計 

企業 

加重平均 単純平均 

金額 昨年実績 金額 昨年実績 

大手企業 80 社 916,160 883,022 785,662 754,328 


