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５月末数

事業所数(件)
加入員数
(人)

No.１１３

項
男子
女子
計

平均標準 男子
給与月額 女子
（円）
計
受 給 者 数（人）
平均年金額（円）

「賞与支払届」のご提出を
忘れずにお願いします

夏期手当・期末手当等の名称を問わず、労働者が労働の
対象として年３回以下で支給されるものは賞与とみなし
毎月の給与と同様に保険料(掛金)を納めて頂くことにな
ります。賞与を支給した際には支給日から５日以内に「
賞与支払届」に総括表を添付して、年金事務所・健康保
険組合・厚生年金基金へご提出ください。

対前月増減数

231
4,406
2,174
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339,197
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301,818
6,258
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５月末数（累計）
事
項
年 調 定 額 （ 円 ） 140,284,016
金
収 納 額 （ 円 ） 138,721,784
掛
納
率
98.89%
金 収
事務費掛金調定額（円）
6,207,204
資 信託資産額(時価） 249億1,709万円
産
修正総合利回り
-0.54%
運
0.04%
用 ベンチマーク 差
慶弔金の支給件数･金額
6件6万円

420
-261
-78
1
765 年 金 相 談 件 数

174件

■ 資格喪失月の保険料（掛金） ■
資格喪失月に支給された賞与に対しては賞与支給日が
喪失日の前でも後でも保険料(掛金)は発生しません。
ただし、喪失日前に支給された賞与に対しては届出が
必要になります。
例）資格喪失日が７月１５日の場合
賞与支給日７月８日
→届必要
賞与支給日７月２０日 →届不要

■ 標準賞与額と上限 ■

■ 育児休業等期間中の保険料（掛金） ■

保険料(掛金)の対象となる賞与額は、実際の賞与支給額
から１,０００円未満の端数を切り捨てた額になります。
これを標準賞与額といい、厚生年金保険・健康保険・厚
生年金基金それぞれに上限が設けられています。

育児休業等取得者申出書を提出されている場合、育児
休業等が開始した日の属する月から、育児休業等が終
了する日の翌日の属する月の前月まで保険料(掛金)は
免除されます。これは賞与においても同様の扱いで、
育児休業等期間中の方は賞与にかかる保険料(掛金)は
免除されます。

【厚生年金保険・厚生年金基金の上限】
上限は賞与支給１回あたり１５０万円です。
(同月内に２回以上賞与が支給された場合は、合算し
て１５０万円を上限とします。)
【健康保険の上限】
上限は年度(４月１日から翌年３月３１日まで)の累計
額で５４０万円です。
(年度の累計で算出されますが、上限を超えた月の翌
月以降でも同一年度内に賞与を支給された場合には、
賞与支払届が必要となりますのでご注意ください。)

■ 賞与にかかる保険料（掛金）について ■
賞与にかかる保険料(掛金)は、厚生年金保険・健康保
険・厚生年金基金それぞれの保険料(掛金)料率を標準
賞与額に乗じて算出します。平成２２年９月１日現在
の賞与にかかる料率は以下の通りです。
※平成２３年９月からは厚生年金保険の料率が変更に
なります。
◆厚生年金保険･･････１０００分の１２２.５８
◆厚生年金基金･･････１０００分の３８
◆健康保険組合(全国硝子業健康保険組合に加入している場合)
一般保険料･･････１０００分の８８
介護保険料･･････１０００分の１４.６
※賞与は事業主・本人折半負担となります。

■ ７０歳以上の方 の届出■
昭和１２年４月２日以降生まれの７０歳以上の被用者の
方に賞与を支給した場合、厚生年金保険料の納付はあり
ませんが、年金事務所へ「厚生年金保険７０歳以上被用
者賞与支払届」の提出が必要となります。この届は健康
保険組合へ提出する７０歳以上の賞与支払届とは異なり
ますので、届が必要なときは日本年金機構のホームペー
ジから印刷するか、年金事務所へご連絡ください。

※実際の保険料(掛金)は免除されますが、将来の年金
額計算の際には「育児休業等の期間中も保険料(掛金)
を納めていたものとして取り扱う」ため、賞与支払届
の提出が必要となりますのでご注意ください。(健康保
険組合も年度累計の対象となるので届出は必要です。)

■ 不支給と賞与支払予定月の変更 ■
【不支給の届出】
賞与支払予定月に賞与支給がなかった場合でも「不支
給」として届出が必要になります。賞与支払届総括表
の④「不支給１」に○をつけてその他必要事項を記入
し事業主印を押印の上ご提出をお願い致します。
【支払予定月の変更】
年金事務所・当基金では賞与の支払予定月を算定基礎
届総括表の賞与欄をもとに管理し「総括表」や「賞与
支払届」をお送りしています。
支払予定月を変更する場合には賞与支払届総括表の㋕
「変更前の賞与支払予定月」に現在の賞与支払予定月
を記入し、⑤「変更後の賞与支払予定月」に変更後の
賞与支払予定月を記入してください。
（支払予定月の変更は算定基礎届総括表や事業所関係
変更届でも行えます。)
【賞与支払予定を無しに変更する場合】
賞与支払予定月に賞与の支給がなく今後ともその状況
が続く場合には、届出をして頂くことで不支給総括表
の提出が不要となります。この場合には賞与支払届総
括表の㋕「変更前の賞与支払予定月」に現在の賞与支
払予定月を記入し、⑤「変更後の賞与支払予定月」の
月欄に全て「０」を記入してください。
※賞与支払予定がない場合は、賞与支払届や総括表の
送付は行っておりません。臨時で賞与支給があった
ときには届出が必要となりますので、当基金までご
連絡ください。
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主要事業の推移
【慶弔金の種類】
◇ 弔 慰 金（加入期間５年以上の加入員が死亡したとき）
◇ 結婚祝金（加入期間３年以上の加入員が結婚したとき、
または加入期間３年以上の女子加入員が資格
喪失後３ヶ月以内に結婚したとき）

36,867

7,406

7,498

【給付金額】

7,209

7,224

加入員数（人）

◇ 弔 慰 金（遺族へ支給）
加入期間 ５年以上１０年未満・・・５万円
加入期間１０年以上・・・１０万円
◇ 結婚祝金（加入員本人へ支給）
加入期間 ３年以上・・・１万円

6,842

6,580

6,241

6,258

18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末 23年5月末

【請求手続】
事業主を通じて当基金所定の請求書により請求（請求書は
当基金のホームページからダウンロードできます）

加 7498 7406
5,709
2311
給 232830,473
5,526
受 5526 5709
年 2628 2772
受給権者数（人）
信 36867 30473

7209 7224
5,848
2222 2140
5848 6120
2893 3090

信託資産額（百万円）

23015 26568 25361 24917

26,568

【権利の消滅】
慶弔金を請求する権利は、その支給事由が発生した日から
２年以内に行使しないときは消滅します

25,361
23,015
2,628
2,328

住所や氏名の変更があった場合、当基金や連合会へご
連絡が無い場合、裁定請求書がご本人に届かず、年金
支給ができないことがあります。この様なことを防
ぎ、年金を確実に支給するために、ご退職される方へ
住所や氏名に変更があった場合は当基金や連合会に必
ずご連絡する様、お知らせ願います。
事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろし
くお願い申し上げます。（将来、連合会から年金支給
される方の住所・氏名変更につきましても、当基金へ
ご連絡いただいても結構です。）

年金相談についてのお願い

2,772

2,893

2,311

2,222

掛金は完納しましょう
掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
毎月、月末に自動引き落としとなります。
納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単
です。
≪口座振替銀行≫
みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫
このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、
他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
金、労金、ゆうちょ銀行、信用組合(※)、農業協同組合
(※)などの金融機関からでも口座振替を行うことができ
ます。(振替日は２８日となります。) (※)一部の金
融機関は除きます。
詳しくは当基金までお問合せください。
＊６月分の掛金納入期限は、平成２３年８月１日と
なりますので、ご協力お願いいたします。

3,090

3,192

3,209

2,140

2,067

1,986

21年度末

22年度末

給与総額（百万円）
18年度末

19年度末

20年度末

23年5月末

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成23年度＞
資産合計
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式

2.26%

国内債券 国内 外国 外国 資産合計
4月1日

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4月末 0.0041

-0.0192 0.0131 0.0226 0.0027

0.0079
5月末
1.31%

-0.0313 0.0098 0.0012 -0.0054

6月末 0.0187 -0.138

従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相談につきま
して、個人情報を保護する目的から書面にて回答させていただい
ております。事業所のご担当者の方など第３者の方からお問合せ
いただく場合には、お手数ですが委任状をご提出ください。

24,917

年金総額（百万円）

＊ 詳しい内容につきましては、当基金へご確認ください

年金の確実な支給のために

6,120
6,580
6842
2067 1986
6241 6,258
3192 3209

第1四半期末

0.98%

-0.0786 -0.1748 -0.0889

0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

0.41%

7月末 0.0212

-0.1773
8月末 0.0281
0.27%

9月末 0.0307

0.79%

-0.1286 -0.064 -0.1175 -0.069

0.12%

-0.0816 -0.1808 -0.1013

-0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第1四半期末

0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

-0.54%

10月末 0.0319 -0.1558 -0.0869 -0.0923 -0.0714
11月末 0.0234 -0.1028 -0.0932 -0.0785 -0.0536
12月末

0.031

第1四半期末

0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末

0.031

-0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

-1.92%

-0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

1月末 0.0289 -0.0483 -0.1062 -0.0095 -0.017
2月末 0.0296

-0.0074 -0.1008 0.0193 0.0053

3月末 0.0302

-0.0708 -0.0745 0.0341 -0.0128

第1四半期末

0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末

0.031

第4四半期末

0.0302 -0.0708 -0.0745 0.0341 -0.0128

4月末

-3.13%
5月末

-0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

【お願い】

当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう
ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
設立事業所の異動（規約変更関係等）・５月処理分
異動区分
削除事業所
所在地変更
代表者変更
代表者変更
代表者変更
代表者変更

事業所名
高橋硝子工業㈲
㈲寺田製作所
㈲鈴金工業所
第一ドリーム㈱
㈱ジーエムシー
㈱スマイルドラッグ

異動内容（新）
閉鎖
北区田端新町
鈴木 英昭 氏
鹿又 貴之 氏
下坂 隆治 氏
黒澤 和政 氏

適用年月日

H23.4.9
H23.5.9
H23.5.1
H23.5.16
H23.5.27
H23.5.16

当「基金情報」をホームページに掲載しています
創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com

７月 の 予 定
１５日 告知書（６月分）発送
２５日 厚生労働省実地監査
※７月分の適用関係書類の〆切は８月５日です。

