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■ 調査実施概要 

１．調査目的 

総務省人事・恩給局では、国家公務員退職手当制度の中長期的な見直しのための基礎資

料を得ることを目的として、民間企業等における退職給付制度に関する基本的な事項及び

その時々の状況に応じた詳細な事項を調査し、研究を継続的に行っている。 

本年度は、日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）の 19 産業大分類別（20 大分類か

ら S 公務を除く）に民間企業の退職給付制度の実態を調査し、産業間で退職給付制度がど

のように異なるのか分析した。 

 

２．調査対象先 

平成 24 年 10 月現在において、日本全国の事業所から、産業（以下、業種）・従業員数

別に層化を行い、無作為に抽出した。抽出データは、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第

32 条の規定に基づき、総務省人事・恩給局が総務省統計局から経済センサス－基礎調査に

係る調査票情報の提供を受け、調査対象事業所名簿を作成し、株式会社矢野経済研究所に

提供した。 

 

３．調査方法 

①調査方法 

 郵送による調査を実施。 

②発送方法 

郵送により、角２封筒に「調査票」、「返信用封筒」、「ご協力のお願い」を封入して

送付。 

③督促方法 

 調査票未回収企業に、督促状により依頼。 

 

４．調査の実施期間 

  2012 年 10 月 1 日（月）～2012 年 12 月 28 日（金） 



   

５．調査項目 

◇概況 

（１） 事業内容（業種） 

（２） 常勤従業員数（以下、従業員規模） 

（３） 企業全体の常勤従業員のうち、事務・技術関係職種の従業員数 

（４） 常勤従業員の平均勤続年数 

（５） 定年制の有無 

（６） 定年年齢の設定 

 

◇退職者の状況 

（１） 退職者の有無 

（２） 退職者数 

（３） 退職者の退職理由ごとの構成比 

（４） 退職者の勤続年数ごとの構成比 

 

◇退職給付制度の内容 

（１） 退職給付制度の有無 

（２） 採用している退職給付制度 

（３） 退職給付全体における退職一時金の給付額の割合 

（４） 採用している退職一時金制度 

（５） 退職一時金の算定方法（計算方式） 

（６） 採用している企業年金制度               

（７） 企業年金制度の受給資格、支給開始時期 

（８） 企業年金制度の保障期間、支給期間 

（９） 企業年金制度における選択一時金制度の有無 

（10） 選択一時金制度における一部選択の有無 

 

◇退職給付制度の改定 

（１） 退職給付制度の改定の有無 

（２） 退職給付制度の改定内容 

（３） 退職給付制度の給付水準の見直し 

（４） 退職給付制度の給付水準の見直し幅 

 

 

 



   

６．調査主体 

総務省人事・恩給局 
 

７．調査機関 

株式会社 矢野経済研究所 
 

８．回収状況 

・ 合計 10,932 社に対して、調査票を送付。 

・ 有効サンプル回収数は 3,043 社、回収率は 27.8％であった。 

 

発送数 回収数 回収率

10,932 3,043 27.8%

農業、林業 262 40 15.3%

漁業 104 29 27.9%

鉱業、採石業、砂利採取業 242 75 31.0%

建設業 1,026 369 36.0%

製造業 1,187 381 32.1%

電気・ガス・熱供給・水道業 210 77 36.7%

情報通信業 1,240 202 16.3%

運輸業、郵便業 718 199 27.7%

卸売業、小売業 763 195 25.6%

金融業、保険業 469 106 22.6%

不動産業、物品賃貸業 790 115 14.6%

学術研究、専門・技術サービス業 812 166 20.4%

宿泊業、飲食サービス業 763 167 21.9%

生活関連サービス業、娯楽業 695 126 18.1%

教育、学習支援業 358 62 17.3%

医療、福祉 345 96 27.8%

複合サービス業 2 18 900.0%

サービス業（他に分類されないもの） 946 467 49.4%

その他 ‐ 151 ‐

不明 ‐ 2 ‐

業
種

全体

 
（注）調査票の発送時と回収時で業種が異なることがあるため、回収数が発送数を上回る

ことがある 
 



   

９．参考情報 

①産業（業種）について 

本調査では、産業（業種）の区分を日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）の産業大

分類によった。産業大分類は、「Ａ農業、林業」、「Ｂ漁業」、「Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業」、

「Ｄ建設業」、「Ｅ製造業」、「Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業」、「Ｇ情報通信業」、「Ｈ運輸

業、郵便業」、「Ｉ卸売業、小売業」、「Ｊ金融業、保険業」、「Ｋ不動産業、物品賃貸業」、「Ｌ

学術研究、専門・技術サービス業」、「Ｍ宿泊業、飲食サービス業」、「Ｎ生活関連サービス

業、娯楽業」「Ｏ教育、学習支援業」、「Ｐ医療、福祉」、「Ｑ複合サービス業」、「Ｒサービス

業（他に分類されないもの）」、「Ｓ公務（他に分類されるものを除く）」、「Ｔ分類不能の産

業」の 20 に分類されており、本調査では「Ｓ公務（他に分類されるものを除く）」を除い

た 19 産業について調査を行った（「Ｔ分類不能の産業」については調査票発送時には調査

対象から除き、集計時に他の 18 の産業に分類されないものを「その他」として集計した。）。 

なお、本報告書では上記産業大分類を便宜的に「業種」という。 

 
②従業員規模について 

本調査では、常勤従業員を規模別に「30 人未満」、「30～50 人未満」、「50～100 人未満」、

「100～300 人未満」、「300～500 人未満」、「500 人以上」の６区分に便宜上分けて集計し

た。 
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