
②一時金

ﾙﾈｻｽｸﾞﾙｰﾌﾟ連
合･ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞ

電機

夏２９４，１１２円　１．０カ月 年間1,177,676円 4.0カ月

トヨタ自動車北海道 自動車

5.0ヵ月+5万 年間5.0ヵ月+5万円 年間5.0カ月+2万円

ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾝ
ﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

電機

年間１，０９２，４００円　４．０カ月 年間９８３，２００円　３．６カ月 年間981,000円 3.6カ月

スズキ部品秋田 自動車

5.1ヵ月 年間5.1ヵ月 年間4.8カ月

日新労連･日新電機 電機 年間１，４９１５３５円　５．０カ月 年間１，３１２，５５１円　４．４カ月 年間1,255,263円+α 4.2カ月+α 庄内ヨロズ 自動車 4.6ヵ月 年間4.5ヵ月 年間4.6カ月

ダイヘン 電機
年間１，３３３，０１０円　５．０カ月 年間１，２２６，３６９円　４．６カ月 年間1,245,777円 4.6カ月

ケーヒン 自動車
5.3ヵ月 年間5.0ヵ月+0.1ヵ月 年間4.95カ月+1万円

山洋電気 電機 年間１，２９９，３２０円　５．０カ月 夏季３８９，７９６円　１．５カ月 夏季391,885円 1.5カ月 トヨタ自動車東日本 自動車 5.0ヵ月+9万円 年間5.3ヵ月 年間4.3カ月

高岳労連･高岳
製作所

電機
年間１，４０１，０００円　４．３カ月 年間１，００９，４６９円　３．１カ月 年間1,256,814円 3.9カ月

(日本電工） 基幹
業績連動 （業績連動） 年間1,790,000円

岩崎電気 電機 年間１，２７５，０９６円　４．０カ月 年間９０７，１３７円　３．０＋α（０．２５～１．０） 年間945,489円 3.0カ月+α (太平工業） 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円

ﾔﾏﾊｸﾞﾙｰﾌﾟ労
連・ヤマハ

電機
年間１，４８１，０００円　４．３カ月 年間１，４１１，０００円　４．１カ月 年間1,407,000円 4.1カ月

（ＪＦＥ条鋼） 基幹
業績連動 年間１，２３０，０００円 年間1,100,000円

ケンウッドグルー
プユニオン

電機
年間１，６８０，６１８円　４．９８７５カ月 年間１，３８１，５６１円　４．１カ月 年間1,485,188円 4.6カ月

（日鐵住金建材） 基幹
年間1,550,000円 年間１，４６０，０００円 年間1,350,000円

Ｃ＆Ｄ労協 電機 年間１，４８０，８９２円　４．５カ月 年間1,243,800円 3.83カ月+α （東邦亜鉛） 基幹 年間1,300,000円 年間１，１００，０００円 年間1,100,000円

オムロン関連労
協･オムロン

電機
業績連動算定方式 年間１，９０１，０００円 年間1,823,000円 5.32カ月

ＴＢＫ 自動車
5.0ヵ月 年間４．０カ月+α 年間5.1カ月

日本無線 電機 業績連動算定方式 年間１，４３８，２９８円　４．４カ月 年間1,217,837円 3.7カ月 京三電機 自動車 5.25ヵ月 年間5.25ヵ月 年間5.05カ月

アドバンテスト 電機 業績連動算定方式 業績連動算定方式 夏季870,221円 2.439カ月 住友金属物流 基幹 年間1,370,000円 年間1,235,000円

岩通労連･岩通 電機
年間１，２６３，３２０円　４．０カ月 年間９２８，５４０円　２．９４カ月 年間925,159円 2.84カ月+α

サンデン ＪＡＭ
別交渉

ＳＣＳＫ 電機
年間４．０カ月 業績確定後、再交渉 夏季509,031円 1.7カ月

富士機械 自動車
5ヵ月 年間４．７カ月 年間4.8カ月

村田製作所労連・
村田製作所

電機
業績連動算定方式 業績連動算定方式 夏季587,900円

東日京三電線 電線
年間４．５０カ月 年間１，１０９，０００円　３．８４カ月 年間3.76カ月 1,011,900円

日本電気硝子 電機
業績連動算定方式 年間１，３９６，８９１円　４．４０２カ月 年間1,723,732円 5.442カ月

GKNﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗｲﾝ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

自動車
4.5ヵ月 年間4.4ヵ月 年間4.3カ月+10,000円

サンケン電気 電機
夏６７９，６５８円　２．０カ月 夏季５４３，７２６円　１．６カ月 夏季405,503円 1.2カ月

ホンダエレシス 自動車
5.5ヵ月 年間5.4ヵ月 年間5.0カ月

ＳＭＫ 電機 業績連動算定方式 業績連動算定方式 宝栄工業 自動車 4.5ヵ月 夏季2.3カ月

ＩＤＥＣ 電機 業績連動算定方式 夏季６３８，３６４円　２．０カ月 夏季641,627円 2.0カ月 ＯＣＣ 電線 年間５．００カ月 年間１，１１８，７０２円　４．３６カ月 年間4.0カ月 1,024,162円

ホシデン 電機 業績連動算定方式 夏季　２．０カ月 夏季1.9カ月 ミツバ 自動車 4.5ヵ月 年間4.25ヵ月 年間4.0カ月

帝国通信工業 電機 年間１，４９０，７０６円　５．０カ月 年間１，０１３，６７９円　３．４カ月 年間987,785円 3.4カ月 東亜工業 自動車 5ヵ月 年間４．９カ月 年間4.8カ月

本多通信工業 電機 夏３８９，６８９円　１．２５カ月 業績確定後、再交渉 （業績確定後再交渉） 東邦亜鉛 基幹 年間1,300,000円 年間１，１００，０００円 年間1,100,000円

沖電線 電線 年間４．８０カ月 年間９８０，０００円　３．５３カ月 年間3.75カ月 1,040,000円

（住友電装） 電線 年間５．００カ月 年間１，３４８，５００円　４．８２カ月 年間4.75+0.05カ月（災害対応協力加算） 1,352,300円

（大同特殊鋼） 基幹 業績連動 年間１，３７０，０００円 年間1,720,000円
（日鉄住金プラン

ト）
基幹 年５．４ヵ月 年間１，１９０，０００円 年間1,290,000円

（ＪＦＥ条鋼） 基幹 業績連動 年間１，２３０，０００円 年間1,100,000円

（日鐵住金建材） 基幹 年間1,550,000円 年間１，４６０，０００円 年間1,350,000円
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太平工業 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円 （合同製鐵） 基幹 業績連動 夏季４８０，０００円（別途協議） 年間1,120,000円

カルソニックカンセイ 自動車 5ヵ月 年間4.6ヵ月 年間4.8カ月 （淀川製鋼所） 基幹 業績連動 年間１，３５０，０００円 年間1,470,000円

ショーワ 自動車 5.2ヵ月 年間5.2ヵ月 年間4.9カ月 （沖電線） 電線 年間４．８０カ月 年間９８０，０００円　３．５３カ月 年間3.75カ月 1,040,000円

八千代工業 自動車
5.1ヵ月 年間5.1ヵ月 年間4.7+0.2カ月

（住友電装） 電線
年間５．００カ月

年間１，３４８，５００円　４．８２カ
月

年間4.75+0.05カ月（災害対応
協力加算） 1,352,300円

本田金属 自動車 5ヵ月 年間5.0ヵ月 年間4.0カ月 （ＫＹＢ） ＪＡＭ 年間１，３４６，０００円　４．６カ月 年間１，３４６，０００円　４．６カ月 年間4.0カ月

ソーシン 自動車 5ヵ月 年間４．４カ月 年間4.0カ月 （日本電工） 基幹 業績連動 （業績連動） 年間1,790,000円

曙ブレーキ工業 自動車 5.0ヵ月 年間４．５カ月 年間4.5カ月 （東邦亜鉛） 基幹 年間1,300,000円 年間１，１００，０００円 年間1,100,000円

ボッシュ連合会 ＪＡＭ 年間　固定３カ月＋業績 年間５．０８カ月 年間5.175カ月 ＪＦＥ条鋼 基幹 業績連動 年間１，２３０，０００円 年間1,100,000円

リケン ＪＡＭ 年間１，４５０，０００円　５．１８カ月 年間　１，４００，０００円　５．００カ月 年間1,420,000円 5.1カ月

タチエス 自動車 1150000円＋業績連動分 年間1,150,000円＋業績連動分 年間1,100,000円+業績連動分 アート 自動車 5.2ヵ月 年間5.2ヵ月 年間5.1カ月

スタンレー電気 ＪＡＭ 年間１，６２０，０００円　５．５１カ月 年間１，５７８，０００円　５．３７カ月 年間1,578,000円 5.374カ月 浅間技研 自動車 5ヵ月 年間3.6ヵ月+α 年間4.1カ月

NOKｸﾞﾙｰﾌﾟﾕﾆｵﾝ ＪＡＭ 年間１，６６０，０００円　５．３カ月 年間１，６６０，０００円　５．３カ月 年間1,647,000円 5.3カ月 多摩川精機 ＪＡＭ 夏期８３２，９７０円　２．５０カ月 夏期５６６，４２０円１．７０カ月 夏季547,977円 1.65カ月

カシオ労連 ＪＡＭ 年間１，８８０，０００円　５．２５カ月 年間１，８５３，９３６円　５．０５カ月 年間1,665,230円 4.6カ月 ｱｲｼﾝ･ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業 自動車 5.0ヵ月+12万 年間5.0ヵ月+12万円 年間5.0カ月+2万円

日本電子連合 ＪＡＭ 年間１，１９２，０９３円　３．５カ月 年間１，１９２，８０７円３．５０カ月 年間872,038円 2.6カ月 ＩＨＩ回転機械 基幹 年間1,500,000円 年間１，０５０，０００円 年間1,350,000円（特別協力金3.8万円含む）

(太平工業） 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円 東京特殊電線 電線 年間４．５０カ月 年間８１２，１６２円　２．６カ月（最低保障方式） 年間2.4カ月 733,742円（最低保障方式）

日鐵住金建材 基幹 年間1,550,000円 年間１，４６０，０００円 年間1,350,000円 コロナ ＪＡＭ 年間１，０７４，２５２円　４カ月 年間１，０７４，２５２円　４カ月 年間1,074,508円 4.0カ月

IHI運搬機械 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間４０万円＋４カ月 年間35万円+4ヵ月+協力金5万円 古河ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜｲﾔ 電線 年間５．００カ月 年間１，０２０，７９２円　４．００カ月 年間3.1カ月+α（下期再交渉） 

トヨタ自動車東日本 自動車 5.0ヵ月+9万円 年間5.3ヵ月 年間4.3カ月 アイシン軽金属 自動車 5.4ヵ月 年間5.0ヵ月+10万円 年間5.0カ月+2万円

日産車体 自動車 5.1ヵ月 年間1,758,000円 年間5.1カ月 田中精密 自動車 5.2ヵ月 年間5.0ヵ月+一律2万円 年間4.5カ月+一律2万円

日立ＡＭＳ ＪＡＭ 年間１，６５９，３５０円　５．５カ月 年間１，６２９，０１０円　５．３０カ月 スズキ部品富山 自動車 5.1ヵ月 年間5.1ヵ月 年間4.8カ月

河西工業 自動車 5ヵ月 年間1,120,000円 年間1,210,000円 ジェイ･バス 自動車 5ヵ月 年間４．７カ月 年間4.3カ月

ファルテック 自動車 4.4ヵ月 年間4.0ヵ月 年間4.3カ月 津田駒工業 ＪＡＭ 夏期７３４，４５０円　２．５０カ月 夏期４７０，０００円　１．６０カ月 夏季550,000円 1.85カ月

自動車部品工業 自動車 5ヵ月 年間５カ月 年間5.0カ月 TPR ＪＡＭ 年間１，５１０，０００円　５カ月 年間１，４８０，０００円　４．９１カ月

日本発条 自動車 5.7ヵ月 年間5.５カ月+α 年間5.4カ月+α （沖電線） 電線 年間４．８０カ月 年間９８０，０００円　３．５３カ月 年間3.75カ月 1,040,000円

ニッキ 自動車 4.0ヵ月 年間３．２カ月 年間2.8カ月+α （リケン） ＪＡＭ 年間１，４５０，０００円　５．１８カ月 年間　１，４００，０００円　５．００カ月 年間1,420,000円 5.1カ月

盟和産業 自動車 5.0ヵ月 年間４．３カ月 年間4.2カ月 （日本電工） 基幹 業績連動 （業績連動） 年間1,790,000円

日本ビクター ＪＡＭ 年間１，７３６，７８７円　４．９８カ月 年間１，４２７，７３５円　４．１０カ月　金額は参考値

マキノ ＪＡＭ 年間１，１６７，５２０円　４．２カ月 年間１，１１０，０４４円　４．００カ月 年間963,434円 3.5カ月

オイレス ＪＡＭ 年間２，０６７，８１７円　５．６カ月 年間１，９９９，０００円　５．４１カ月 年間1,958,000円 5.3016カ月

エクサ 基幹 業績連動 年間１，３２０，０００円 年間1,170,000円

日本冶金工業 基幹 年間840,000円 年間８００，０００円 年間　840,000円

ジャパンマリンユナイテッド 基幹 業績連動 （業績連動） （会社統合により新規発足）

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 基幹 業績連動 年間１，６９０，０００円 年間1,670,000円

JX日鉱日石コイルセンター 基幹 業績連動（冬夏型） 年間９９０，０００円 年間1,011,000円

ＪＡＭ

プレス工業 自動車
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アスモ 自動車 5.0ヵ月 年間4.9ヵ月 年間4.55カ月 川重冷熱 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 １５万円＋４カ月 年間17万円+4カ月

ユニプレス 自動車 5.3ヵ月 年間1,493,000円 年間1,449,000円+70,000円 古河ＡＳ 電線 年間５．００カ月 年間１，１２１，０４０円　４．４１カ月＋α 年間4.27カ月+α 1,077,675円

ユニバンス 自動車 4.5ヵ月 年間1,200,000円 年間4.5カ月 日鉄住金プラント 基幹 年５．４ヵ月 年間１，１９０，０００円 年間1,290,000円

ユタカ技研 自動車 5.2ヵ月 年間5.2ヵ月 年間4.95カ月 村田機械 ＪＡＭ 年間１，２８６，０００円 年間４．２カ月 年間1,208,000円 4.0カ月

全矢崎 ＪＡＭ 年間１，４６０，０００円　４．８１カ月 年間１，４６０，０００円　４．８１カ月 年間1,400,000円 4.65カ月 エクセディ 自動車 5ヵ月 年間4.85ヵ月 年間5.0カ月

東芝機械 ＪＡＭ 年間１，３６６，６００円　４．９カ月 年間１，３１０，８３０円　４．７０カ月 年間1,312,800円 4.68カ月 ダイキン工業 ＪＡＭ 年間１，８００，０００円　５．４６カ月 年間１，７２０，０００円　５．２２カ月 年間1,700,000円 5.15カ月

小糸製作所 ＪＡＭ 年間１，６６９，９００円　５．５カ月 年間１，６６９，９００円　５．５０カ月 年間1,629,000円 5.4カ月 近畿車輛 ＪＡＭ 年間１，５００，０００円　５カ月 年間１，１１９，０００円　３．７３カ月 年間1,180,000円 4.02カ月

フジオーゼックス ＪＡＭ 年間４．００カ月 年間1,155,508円 4.0カ月 タカラスタンダード ＪＡＭ 年間６カ月 年間５．０４カ月 年間1,244,000円 5.02カ月

浜松ホトニクス ＪＡＭ 年間５．２カ月 年間５．００カ月 年間5.0カ月 三社電機 ＪＡＭ 年間１，４８８，０００円　５カ月 年間１，３７４，５３２円　４．６２カ月 年間954,131円 3.2カ月

村上開明堂 ＪＡＭ 年間１，４０３，４７０円　５カ月 年間１，４１８，２００円　５．００カ月 年間1,401,900円 5.0カ月 合同製鐵 基幹 業績連動 夏季４８０，０００円（別途協議） 年間1,120,000円

愛三工業 自動車 5.0ヵ月 年間143万円 年間1,455,000円 淀川製鋼所 基幹 業績連動 年間１，３５０，０００円 年間1,470,000円

豊田鉄工 自動車 5.3ヵ月 年間5.1ヵ月 年間4.8カ月 タツタ電線 電線 業績連動方式 年間１，２７１，０００円　４．８５カ月
（一律加算５万円を含む） 年間４．３カ月　１，１４９，０７２円

シロキ工業 自動車 5.0ヵ月 年間4.65ヵ月 年間4.9カ月 明石機械 自動車 5.0ヵ月+0.3ヵ月 年間４．８カ月＋α 年間4.8カ月+α

三互 自動車 5.0ヵ月 年間4.8ヵ月 年間5.0カ月 大阪機工 ＪＡＭ 年間１，１８８，５５４円　４．４カ月 夏期５２０，０００円　１．９３カ月 夏季560,000円 2.03カ月

中央発条 自動車 5.0ヵ月 年間126万円 年間1,240,000円 山陽特殊鋼 基幹 業績連動 年間１，０７０，０００円 年間1,760,000円

大豊工業 自動車 5.0ヵ月 年間129.8万円 年間1,275,000円 西菱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 基幹 年間４７．１万円＋４ヵ月 年間４７．１万円＋４カ月 年間45.2万円+4カ月

林テレンプ 自動車 5.1ヵ月 年間5.0ヵ月 年間4.9カ月 日本精鉱中瀬 基幹 年間1,600,000円 年間１，４００，０００円 年間1,600,000円

津田工業 自動車 5.0ヵ月 年間4.9ヵ月 年間4.6カ月 （住友金属物流） 基幹 年間1,370,000円 年間１，２３５，０００円 年間1,235,000円

中庸スプリング 自動車 5.0ヵ月 年間5.0ヵ月 年間5.0カ月 （日本冶金工業） 基幹 年間840,000円 年間８００，０００円 年間　840,000円

セキソー 自動車 5.0ヵ月 年間4.8ヵ月 年間4.8カ月 （ジャパンマリンユナイテッド） 基幹 業績連動 （業績連動） （会社統合により新規発足）

今仙電機 自動車 5.1ヵ月 年間5.0ヵ月 年間5.0カ月 （日鐵住金建材） 基幹 年間1,550,000円 年間１，４６０，０００円 年間1,350,000円

日本特殊陶業 自動車 5.5ヵ月 年間5.0カ月+α 年間5.0カ月+α 太平工業 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円

大同メタル 自動車 5.5ヵ月 年間４．６カ月+α 年間4.8カ月+α （ナブテスコ） ＪＡＭ 業績連動

ホシザキ電機 ＪＡＭ 業績連動 夏季１，０８５３３４円　３．３６カ月 (ＪＦＥ条鋼) 基幹 業績連動 年間１，２３０，０００円 年間1,100,000円

オーエスジー ＪＡＭ 業績連動

大同特殊鋼 基幹 業績連動 年間１，３７０，０００円 年間1,720,000円

愛知製鋼 基幹 年間1,360,000円 年間１，３４０，０００円 年間1,450,000円

中菱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 基幹 年間４７万円＋４ヵ月 年間４７万円＋４カ月 年間41.3万円+4カ月+3.4万円

岐阜車体工業 自動車 5.0ヵ月+6万円 年間5.0ヵ月+6万円 年間5.0カ月

パジェロ製造 自動車 4.2ヵ月 年間4.1カ月

太平洋工業 ＪＡＭ 年間５．２カ月 年間５．１０カ月 年間4.95カ月

ナブテスコ ＪＡＭ 業績連動

ＫＹＢ ＪＡＭ 年間１，３４６，０００円　４．６カ月 年間１，３４６，０００円　４．６カ月 年間4.0カ月

柳河精機 自動車 5ヵ月 年間3.8ヵ月 年間4.0カ月

美和ロック ＪＡＭ 年間１，６９５，５１４円　５．７カ月 年間５．００カ月 年間3.0カ月+α

住友電装 電線
年間５．００カ月

年間１，３４８，５００円　４．８２カ
月

年間4.75+0.05カ月（災害対応
協力加算） 1,352,300円

（太平工業） 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円

（ジャパンマリンユナイテッド） 基幹 業績連動 （業績連動） （会社統合により新規発足）

(JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 基幹 業績連動 年間１，６９０，０００円 年間1,670,000円
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ヒルタ工業 自動車 年間3.6カ月

サノヤス 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間１２万円＋４カ月 年間20万円+4カ月

広島アルミニウム 自動車 5ヵ月 年間４．３カ月 年間3.3カ月

デルタ工業 自動車 5ヵ月 年間４カ月 年間3.3カ月

ダイキョーニシカワ 自動車 5ヵ月 年間４．１カ月 年間3.0カ月

日本製鋼所 ＪＡＭ 年間１，２４５，１１５円　５．００カ月 年間１，１６８，０４５円　４．６０カ月 年間5.0カ月

尾道造船 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間１０万円＋４カ月 年間20万円+4カ月

ヒラタ精機 自動車 5ヵ月 年間３．６カ月 年間3．2カ月

東邦工業 自動車 5ヵ月 年間３カ月 年間3.0カ月

東洋鋼鈑 基幹 業績連動 年間１，３９０，０００円 年間1,410,000円

タダノ ＪＡＭ 夏期８３０，０００円 夏期８１０，０００円

日本電工 基幹 業績連動 （業績連動） 年間1,790,000円

（ホシザキ電機） ＪＡＭ 業績連動 夏季１，０８５３３４円　３．３６カ月

（淀川製鋼所） 基幹 業績連動 年間１，３５０，０００円 年間1,470,000円

（ジャパンマリンユナイテッド） 基幹 業績連動 （業績連動） （会社統合により新規発足）

（IHI運搬機械） 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間４０万円＋４カ月 年間35万円+4ヵ月+協力金5万円

（東邦亜鉛） 基幹 年間1,300,000円 年間１，１００，０００円 年間1,100,000円

トヨタ自動車九州 自動車 5ヵ月+5万円 年間145万円 年間1,400,000円

日本タングステン ＪＡＭ 業績連動

名村造船 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間５．５カ月 年間5.0カ月

佐世保重工 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間８１０，０００円 年間1,030,000円

大島造船 基幹 年間４０万円＋４ヵ月 年間３３万円＋４カ月 年間33万円+4カ月

三菱長崎機工 基幹 業績連動 （業績連動） 年間1,220,000円

ダイハツ九州 自動車 5.3ヵ月 年間５．０＋０．３カ月 年間5.0カ月+α

ホンダロック 自動車 5.7ヵ月 年間5.2ヵ月 年間5.1カ月

（日鉄住金プラント） 基幹 年５．４ヵ月 年間１，１９０，０００円 年間1,290,000円

（日鐵住金建材） 基幹 年間1,550,000円 年間１，４６０，０００円 年間1,350,000円

（住友金属物流） 基幹 年間1,370,000円 年間１，２３５，０００円 年間1,235,000円

（太平工業） 基幹 業績連動 年間８６０，０００円 年間　966,000円

（ＯＣＣ） 電線 年間５．００カ月 年間１，１１８，７０２円　４．３６カ月 年間4.0カ月 1,024,162円

（ジャパンマリンユナイテッド） 基幹 業績連動 （業績連動） （会社統合により新規発足）
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