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城南 日本精工労組 3/1 2023 年 3 月期の業績見込みは対前年で増収減益だが、株主配当

は増えている。経済の自律的な成長のために分配構造の転換も含

め、組合員への配分も考えて頂きたい。 

【賃 金】 

1.今期の生産対応、会社施策への協力に対する正当な要求である。

三権委譲も高率で確立されており、組合員の期待は大きい。 

2.生産性だけで労務費 UP分を補うことは難しく、労務費を含めた

売価転嫁をしていく必要がある。 

3.物価上昇や会社業績が厳しい状況の中、組合員は不安な気持ちで

仕事をしている。このような状況の時こそベースアップを実施す

ることで、組合員の安心や今後の会社施策への協力にも繋がる。 

【再雇用制度の充実】 

7割近くのシニア社員は月例賃金だけでは生活が苦しく、一時金

を生活費の補填に充てているという結果がアンケートに表れてい

る。少子高齢化が進む中でシニア社員の技能や経験値はこれからも

必要であり、生活水準やモチ ベーション向上のためにもベースア

ップや一時金の水準引上げが必要である。 

今期の株主配当については見込みであり、一過性のある配

当と継続性のある賃金を単純に比較できるものではない。 

 

【賃 金】 

1.9,000 円という要求金額はこれまでにない高い要求であ

る。 

2.ベースアップは今後の労務費 UP となり生産性を上げない

と収益の確保が難しくなるため慎重に判断したい。 

3.会社の経営状況が厳しい事に変わりはないが、物価上昇や

組合員のこれまでと今後の貢献を踏まえ、会社の実情に適

した形で考えたい。 

【再雇用制度の充実】 

価値観や就労観が多様化する中で、労使 PJ では再雇用制

度の方向性は一致しており、一律ではない「役割」をベース

とした処遇設計の検討を進めている。そのため、現役と同様

の月数にすることに違和感をもっている。賃金や賞与を個別

に考えるのではなく、制度全体で考えていきたい。 

中央 コマツユニオン 3/2 【中央委員会】 

第１回中央委員会を開催し、TLU２０２３ 要求案についての審議

を行った。委員会の中では、各支部での職場討議を通じて寄せられ

た意見･要望をもとに議論が行われ、賃金改定要求、労働協約改定

要求に関する議案について、満場一致で執行部提案どおり決定し

た。委員会の中で渡邊中央執行委員長は、「労働界の方針や各種経

済指標、コマツの業績、そして組合員の声などを総合的に勘案した

要求としている。今回掲げた要求の実現に向け、組合員一丸となっ

て取り組んでいきたい」と述べた。 労使協定に基づく賃金制度維

持分 6,250円／人に加え、以下 （１）、（２）について 13,000円／

人 相当を要求する。  

（１）組合員 

賃金改善分11,000円相当（組合員一人平均） 

① 役割能力給テーブル書換分 なお、これを踏まえ、年齢別最

低賃金についても同額の引上げ 

【会組協議会】 

世界経済はコロナ禍から回復し、北米やアジアまた鉱山機

械の需要が堅調に推移するという高操業下において、組合員

の皆さんには各々の持ち場･立場で多大なるご協力をいただ

き、改めて感謝申し上げる。2022年度の会社業績は、過去最

高益を達成する見込みだが、円安の為替変動による影響が大

きく、為替の影響を除くと、売上は伸びているのに対して利

益はほとんど変わっておらず、会社として利益体質が向上し

ているわけではないことはご理解いただきたい。また、資材

価格や物流コストの上昇、ウクライナ情勢等の地政学リスク

に起因するサプライチェーンの混乱や金融･経済への影響

等、 会社を取り巻く環境は決して楽観視できず、不透明かつ

予断を許さない状況が続いていることをご理解いただきた

い。 

【賃 金】 
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② 上位社員格付の役割・職務期待水準を満たし得る者の昇格機

会の確保  

（２）定年後再雇用社員・非正規社員 

賃金改善分2,000円 相当（組合員一人平均） 

① 組合員の役割能力給テーブル書換分に準ずる賃金改善分 

② 全従業員を対象とした最低賃金の時間額 1,150 円への引上 

げ その他労働協約改定 「ダイバーシティ＆インクルージョ

ンの推進」や「転勤配慮に関する取り組み」、「物価情勢の変化

への対応」など、社会的に対応が要請されているテーマを中心

に、組合員のニーズを踏まえながら労働協約・関連諸規定の改

定を要求する。 

コマツは、これまで物価があがっていない時期や、リーマ

ンショックで世の中の企業がベースアップや賃金改善を実

施しなかった時期にも、労使で議論を繰り返し、ベースアッ

プや賃金改善を実施してきており、会社としても長年組合員

の要求に真摯に応えてきたことを皆さん一人ひとりにご理

解いただきたい。直近の急激な物価上昇が皆さんの生活に影

響を与えていることは理解しており、一定程度は考慮する必

要があると考えている。交渉にあたっては、単年の物価上昇

だけではなく、労使で過去から積み重ねてきた賃上げや、現

在の賃金課題等を踏まえ、引上げの水準や原資の配分方法に

ついては、冷静に協議していきたい。  ベースアップについ

ては、これまでと同様に、物価変動や世間動向を踏まえ、単

年度の会社業績の良し悪しではなく、将来にわたっての経営

環境と見通し、および人件費増によるインパクトの影響を十

分に考慮した上で決定していくものとご理解いただきたい。

また、会社としては、「人への投資」は賃金のみならず、教育

や福利厚生含めトータルで考えており、慎重に判断したい。 

中央 コマツユニオン 3/7 ■社会情勢とコマツの状況 

日本経済における消費者物価指数の上昇や雇用情勢の改善等を

受けて、連合は定昇含め5％程度の賃金改善の方針を決定している。  

今期の過去最高の売上高／営業利益額（見通し）は、円安による影 

響もあるが、これまでの各職場における協力／努力の積み重ねがあ

ったからこそだと考えている。 

■ベースアップについて 

今次要求については、マクロ的視点(「日本経済の成長・好循環

のための賃上げの必要性」、「社会全体での労働条件の底上げに向け

た労働組合としての役割(上部団体の方針)」)やミクロ的視点(「物

価上昇を踏まえた組合員の生活維持」、「組合員の協力／努力」、「コ

マツの社会的ポジション・業績」、「ベンチマーク他社との比較」、

「コマツグループへの波及効果」)等を総合的に勘案し、それらに

ふさわしい一律ベースアップの金額を要求している。定年後再雇用

社員・非正規社員についても、コマツで働く同じ仲間として、組合

■コマツを取り巻く環境 

 世界経済はコロナ禍から回復し、2022 年度は北米やアジ

ア、また鉱山機械の需要が堅調に推移している。一方、昨年

10 月に通期連結業績予想を上方修正したが、これは為替変 

動による影響が大きい。資材価格や物流コストの上昇に加

え、ウクライナ情勢等の地政学リスクに起因するサプライチ

ェーンの混乱や金融・経済への影 響等により、経営を取り巻

く環境は引き続き不透明な局面にあり、決して楽観視できな

い。 

■ベースアップについて 

物価上昇局面において、全社員一律のベースアップの必要

性は否定しないが、過去からの賃上げの積み重ねや、現在の

コマツの賃金課題を踏まえ、水準や原資の配分方法について

は、冷静に協議していく必要がある。特に急激な物価上昇の

影響を受けている可能性が高い若年層への配分が必要と考
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員と同等の改善を求める。 

 ■昇格機会の確保 

人事・賃金制度における昇格評価は、「上位社員格付の役割・職

務期待 水準を満たし得る者」を候補者としているが、昇格基準を

満たしているにもかかわらず原資不足で昇格が見送りとならない

よう追加原資を要求する。 

■全従業員最低賃金／業績加算金 

上部団体の方針や地域別最低賃金の状況、また、コマツの社会的

ポジション等を踏まえ、「底支え」の観点から、全従業員を対象と

した最低賃金の 時間額 1,150円への引上げを行うための原資を要

求する。また、2022年度の業績見通しは昨年度を上回り、かつ過去

最高の売上 高／営業利益額が見込まれていることから、期間社員

の満期慰労金／一 時金について、昨年度の妥結を上回る加算金を

要求する。 

えているが、限りある原資の中で何が出来るのかを考えてい

きたい。加えて、社員各々の貢献度に対する公平性を考慮し、

より役割・貢献度を重視する人事・賃金制度のコンセプトの

とおり、自律的に自らの役割・なすべきことを認識し、積極

的にチャレンジ・活躍し、貢献する社員に報いていくことも

考えていきたい。定年後再雇用社員、非正規社員の賃金改善

については、正社員とのバランス、世間動向も踏まえながら、

判断していく。  

■昇格機会の確保 

社員の育成やモチベーションを向上させる観点からも重

要であると考えているが、原資には限りがあるため、何が出

来るのかについて、実態も踏まえ考えていきたい。 

■全従業員最低賃金／業績加算金 

昨年度、全従業員最低賃金について、時間額1,100円への

引上げを行っており、世間水準からみても十分なセーフティ

ーネットとなっている。一方、 物価上昇の影響も考慮する必

要があるため、実態を踏まえ慎重に検討したい。また、期間

社員については、若年層と同様、急激な物価上昇の影響を強

く受けている可能性が高く、業績加算金の支給含め、労働条

件に課題がないか改めて検討する余地はあると考えている。 

総武 日鉄ＳＧワイヤ 3/7 ・退職者が増えている中で、人材の維持・確保する為にも、賃上げ

が必要である。 

・不透明な状況が継続する中で、会社施策に対し必死に取り組んで

きた。足元の状況に不安がある中で、モチベーション維持の為に

も考慮を求める。 

・一部品種では需要が旺盛なことから公休出勤を行い、新記録を達

成した。現場の協力・努力に対する理解と評価を求める。 

・ステンレス部門では人手不足の中、利益を積み上げてきた。評価

制度も変わり、個人ごとに目標を設定し、負担が増える中で達成

の為に努力をしていることに評価を求める。 

・組合員の生活実態アンケートを実施した際に、定昇等があったに

も関わらず生活の改善はほとんどされていない。会社同様、組合

会社を取り巻く環境は、前回まで説明してきた通りであ

る。2022年度の収益を１円でも多く黒字にするために努力し

ている。2023 年度も引き続き状況が変わらない見通しの中

で、組合からの要求に応えるための原資を確保できるか、収

益の回復が課題である。ポイントは２つ。１つは数量回復で

あり、拡販を行って確保していくがベースとなる自動車生産

がどこまで回復するかによって限界がある。もう１つはマー

ジンの確保であり、営業の努力で価格転嫁が進んできたが、

完全には転嫁ができているわけではないことから最優先の

課題となっている。こうした中で生活実態、世間水準、成果

還元を踏まえ検討していくが固定的構造的負担増につなが

る施策は容易に取り得ない。 
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員の生活も苦しいことから賃金・一時金の前向きな検討を求め

る。 

【賃 金】 

賃金体系の変更があったものの、定昇については過去の交

渉経過もあり組合の主張する重要な位置づけであることに

ついて理解している。また、検討の中での優先順位は高いも

のの、明言できるところまでには至っていない。 

【一時金】 

従前からの組合との団体交渉の中で成果還元主義の考え

方は一致している。今年度も成果還元主義の考え方を前提に

検討を進めているが、単独の営業利益が悪化している中で検

討に苦慮している。 

中央 ダイキン工業労組 2/24 ◇ この1年、経営を取り巻く環境は、資源価格の高騰や各種部品

の不足、景気減速に伴う需要減、さらに上海(中国)都市封鎖、国

内での新型コロナウイルスの再拡大による感染防止の取り組み

など、過去に経験のない厳しい状況であったと認識。こうしたマ

イナス要因を跳ね返すべく、拡販・売価 アップ、さらなるコス

トダウンなどの施策を全部門挙げて徹底実行。グループ一丸とな

って業績向上につなげ、最高業績を更新する見通しである。 

◇ 今春闘の要求は、｢2023 春闘における労働界の方針｣を踏まえた

上で、｢ダイキングループの達成する業績｣、｢組合員のこの 1 年

の働き｣、そして｢次年度以降の成長・発展に向けての意欲・活力

につなげる｣等の観点から徹底した論議の上で、組合員の総意で

要求内容を決定した。 

◇連合は、昨年の要求4％程度から引き上げ、5％程度の賃上げ要求

方針を決定。社会全体で中期的・マクロ的な視点からの問題意識

を共有し、GDPも賃金も物価も安定的に上昇する経済へとステー

ジを転換し、望ましい未来を作っていくことが必要。その意味で

今春闘を、ステージを変える転換点と位置付けている。 

◇ ＪＣＭ傘下の各産別は、連合の方針を踏まえ、それぞれの産業

の状況に応じ、組合員の生活の安定と経済の好循環に向けた要求

方針を決定。各産別に加盟する各単組は、そうした方針に基づき

要求を決定しているものと捉えている。  

◇ 今春闘にあっては、日機連各組合の賃上げ要求の動向をはじめ、

・ ｢今年度見込む過去最高業績｣は組合員の努力・頑張りの賜

物であり、心より感謝申し上げる。 

・ 約30年ぶりともいえる物価上昇の中での賃金交渉。政府・

労働界・経済界が三者揃って賃上げを要請していることは

事実。物価上昇への対応として、政府は｢物価上昇を上回る

賃上げ｣、連合は｢賃上げ総額 5 %｣、経団連は｢賃上げだけ

に限らず一時金や手当等各社の実情に合った対応｣を要 

請している。  

・ 労組要求の背景にある考え方として、｢政労使とも賃上げ

を要請している中での交渉であること｣｢当社のように過

去最高業績をめざし、安定して業績向上を果たしている会

社には社会的責任として賃上げの期待が大きいこと｣ は

充分理解している。  

・ しかし、労組要求根拠として｢賃上げ:上部団体(連合)の方

針に準拠した要求額｣｢一時金: 昨年からの業績の伸びに

基づく昨年要求を上回る要求額｣という主張としか捉えら

れない。背景は理解するも額に結び付ける根拠としては乏

しいと言わざるを得ない。  

・ ｢物価上昇｣｢賃上げ表明企業｣の報道が過熱する状況だか

らこそ、多面的かつ冷静な見方が必要。 

・ 賃上げ・一時金の決定要因は多岐に亘る。｢物価上昇｣だけ

でなく、これまでも｢組合員の努力・頑張り｣｢短期業績｣｢景
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国内製造業における主要単組の動向を我々としてしっかりと捉

えておくことが重要である。こうした主要単組におけるベア相当

を含む賃上げトータルは 5～6％ 程度であり、人への投資と物価

上昇への対応を図ること、さらには次年度への継続性の観点から

考慮した要求であると受け止めている。 

◇ 政府から企業に対し、物価上昇を上回る賃上げを要請する発言

が繰り返し報道されている。 経団連は会員企業に対し、デフレ

脱却の観点から、物価動向を重視し賃金引き上げに向け前向きな

対応を呼びかけている。政労使が賃上げの必要性についてこれほ

ど一致した見解が示されたことは過去にないと認識している。い

かに内需拡大を果たし、デフレ脱却を果たすかとの決意である。  

◇ これまで我々は固定的な賃金構造維持分を持たない賃金体系を

活かし年々の状況を踏まえ、いかに重点配分するかの観点から賃

上げ額とその配分を決定してきた。そして、その結果として、日

機連での優位な賃金水準(第3四分位)の維持・向上をめざし、そ

の水準の確保を果たしてきた。昨春闘においても、交渉を経て納

得ある結果に結びついたと認識している。 今春闘においては、

これらの考え方と観点を踏まえた上で、物価上昇の要素も含めて

いくことが重要である。 

◇ 世間ではインフレへの対応、政労使の呼びかけなど、様々なこ

とが連日報道されていることから、我々の組合員においても自身

の生活面を考えたときに、物価上昇への関心と同時に、配分への

関心も高まっていると捉えている。若手・中堅・ベテラン各層の

納得性の観点から、組合として組合員の気持ちを真正面から受け

止め交渉を進めていく覚悟である。  

◇今春闘における賃上げ要求は、｢経済動向｣｢労働界の春闘方針｣

｢ダイキンの業績動向｣｢賃金水準｣などの観点、そしてなにより、

｢この1年の組合員の働き・思い｣を踏まえ、生活の基本である賃

金において、生活の安定・安心感を求める要求であると主張した。 

【一時金要求の妥当性の主張】  

◇ 我々がこれまで一時金要求にあたって重視してきた考え方は

｢世間を含む日機連の一時金動向｣｢達成する業績とそのレベル、

気・経済動向｣｢企業競争力｣｢世間相場・他社動向｣｢業績の

先行きに対する見通し｣｢従業員の仕事実態｣等を労使で見

てきた。この見方は従来と変わらない。 

・ 交渉のスタートにあたり、とりわけ今年においては、｢物

価上昇の見方｣｢当社の賃金・一時金の水準｣｢額の詰めにあ

たって参考とし得る『業績見合いの世間相場』『比較対象企

業』｣についてまずは労使で共通認識に立ちたい。 

【物価上昇の見方は、実態を冷静にみた上で、賃上げ・一時

金にどう反映するかを議論したい】  

・ 足元で、対前年同月比の消費者物価指数が上昇しているこ

とは事実。 物価上昇への各社の対応は、政労使三者の賃上

げ要請を受けても、業績・支払い能力・これまでの交渉経

緯・人材 獲得の観点等によりバラついているのが実態。そ

の中身を充分見極める必要がある。例えば、｢インフレ手

当｣は物価上昇に対するいち早い対応にみえるが、下方硬

直性のある賃上げによる固定費増加を嫌い、期間限定もし

くは払い切りで対応しているのが実態。 

・｢早々に賃上げを表明した企業｣には、数年ぶりにベースア

ップを実施する企業も多い。 

・｢大幅な賃上げを表明した企業｣は、離職率の高さから人材

確保の要素が強いとみている。 

【当社の賃金・一時金は、既に高い水準にある】  

・ 賃金:昨年当社回答(10,000 円・3.06・)の結果、初任給は

全学歴 10,000 円アップにより日機連 3 位、さらに若手

層の処遇の引上げにより 35 歳までの大卒年齢ポイント

別平均賃金は、日機連 2～6 位と高い水準。 

 ・ 一時金:昨年当社回答(210 万円・6.23 か月)は、業績見

合いの世間相場(195 万円)を大きく超える思い切った回

答。6年連続で200万円超かつ月率 6 か月超を続ける企業

は、限られた企業のみ。 

【額の詰めにあたっては、業績見合いの世間相場・他社との

比較が欠かせず】  
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すなわち組合員の働きの成果に見合う配分｣｢一時金での生活の

優位性、すなわちレベルを重視しいかに向上を図るか｣｢次年度へ

の意欲・活力につなげる視点｣等々である。今期達成する業績レ

ベル、さらに、ダイキングループ がグローバルで成長・発展を

果たそうとする中にあって、 ｢毎年々の高い目標に挑戦・達成し

た働きに見合う一時金｣｢生活面から見たときの高位安定の確保、

月率の意味合い｣といった観点から一時金要求を考えてきた。  

◇日機連各社の業績動向は、第 3四半期決算において増収増益とな

る企業は 6 割を超える見通しであり、今春闘における日機連各

組合の一時金要求の平均は、昨年を上回ると捉えている。  

◇ ダイキングループの今期業績は、厳しい経営環境の中、売価ア

ップや拡販、コストダウン、固定費削減などの施策にグループ一

丸で取り組み、最高業績を更新する見通し。  

◇過去最高業績の達成に邁進してきた組合員の１年の働きと成果

に対し、納得ある配分を求める要求。加えて、次年度の高い目標

に挑戦する組合員が一層の意欲を持って挑戦することにつなげ

る要求であると主張。 

◇要求の妥当性について主張した。今期は過去最高業績を更新する

見通しである。期中において発生した原材料費や物流費高騰等の

コストアップ要因を跳ね返すべく果敢に挑戦・実行。こうした組

合員の働きと成果にしっかりと応え、次年度への高い意欲につな

げていく今春闘であるべきと判断している。 会社主張からの｢物

価上昇｣｢賃金・一時金の水準｣｢我々の賃金体系｣ 等の論点につい

て、次回労協において、執行部としての捉え方、見解を主張する。  

◇今春闘要求は、組合員の総意で決めた要求であり、この重みと期

待をしっかりと受け止め、今春闘交渉に 臨む決意である。要求

貫徹をめざし、我々交渉メンバーは、本日からの交渉を全力で展

開する決意である。 尚、回答指定日時は、3 月 16 日(木)午前 

10 時を申し入れる。 

・ 組合員の努力・頑張りは業績そのものに反映されている。

したがって、業績が同レベルの企業と比較することが、企

業競争力の観点から不可欠である。 

・ 比較指標は、これまで労使で合意してきた 4 領域 8 指標

(｢企業規模 (売上高・営業利益)｣｢収益性(売営率・総経

率)｣｢成長性(増収率・営業 増益率)｣｢生産性(一人あたり

売上高・一人あたり営業利益)｣)を総合的 に見て判断する

ことを今年においても労使共通の認識としたい。  

・ 比較対象企業は、日機連(当社含む 42 社)との比較を中

心に置く。その理由として、日機連は様々な業種・規模の

国内製造業の代表的企業群 (造船・重機、鉄鋼、機械、電

機等)であり、製造業の縮図である。また、｢人材確保競争｣

｢事業のコスト競争｣で競合する。 

【年々の回答を柔軟に配分できる当社賃金体系の良さの再

認識が必要】  

・ 当社は、2001 年の人事処遇制度改革により、固定的な定

期昇給や一律的なベースアップを持たない成果主義賃金

体系に見直した。年々の回答に応じて、資格・賃金の高さ・

評価に基づき、柔軟に配分することのできる体系。  

・ 昇給原資を年々の課題に合わせて柔軟に配分できる良さ

を活かし、水準を維持向上させてきた。この考えは今年も

変わらない。したがって、一律・定額で賃金を底上げする

ベースアップは行うつもりはない。 

【額の交渉に向けて】  

・ 本日労組から聞き取った要求根拠は一面的と言わざるを

えない。以上の論点について労組の捉え方・見解を共有す

ることなくして、額の交渉には入れない。  

・ さらに、当社の業績・財務体質・F25 後半計画に向けての

投資等冷静な実力の見方については、第3回労協にて経理

財務本部より説明予定。 

中央 ダイキン工業労組 3/2 ◇組合員の今春闘にかける期待は例年以上であり、要求に結集して

いると判断。この1年の働きを次年度へとつなげていくべきであ

・ 前回労協で主張した内容と一部重複するが、賃上げ・一時

金の決定要因は多岐に亘る。過去労使で重視してきた賃
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り、会社は組合の要求に真正面から応えるべき、と主張した。 

【第 1 回労協において会社から提示のあった｢4つの論点｣に対す

る組合見解を主張】  

①物価上昇の見方と対応について 

・連合は今春闘において、｢国際的に見劣りのする賃金水準の改善｣

｢労働市場における賃金の動向｣｢労働者への分配増｣、｢物価を上

回る可処分所得増の必要性｣などを総合的に勘案し、昨年の要求 

4％程度から引き上げ、5％程度の賃上げ要求方針を決定した。 

・社会全体で中期的・マクロ的な視点からの問題意識を共有し、GDP

も賃金も物価も安定的に上昇する経済へと転換し、望ましい未来

を作っていくために、今春闘を、ステージを変える転換点と位置

付けている。 

・各産業別労働組合は連合の方針を踏まえ、それぞれの産業の状況

に応じ、組合員の生活の安定と経済の好循環に向けた要求方針を

決定。我々の賃上げ要求は、こうした連合や各産別の方針を踏ま

え、これまでの継続性の観点から水準の維持・向上を図っていく

との要求である。 

・世の中では、インフレ手当や賃上げを先行して表明している企業

があるが慎重な見方が必要。 背景には、物価上昇への対応に加

え、優秀人材の獲得や、国際的に見劣りする賃金水準の改善等を

狙いとしているのではないかと捉えている。  

・今春闘においては、賃上げの必要性に対し、政労使の見解がこれ

までにないほど一致。いかに内需拡大を果たしデフレ脱却を果た

すか、そのために物価を安定的に上昇させていきたいとの決意で

あると受け止めている。｢物価安定の目標｣ということでは、2013 

年に日本銀行が ｢物価の安定を図ることを通じて国民経済の健

全な発展に資する｣との理念のもと消費者物価の前年比上昇率を

2％とすることとした。現在においてもその目標に変わりはない

との認識であり、今後も続いていくものと捉えている。我々とし

て重要なことは、実際に生活している組合員の思い・期待をしっ

かりと受け止めることにある。物価上昇への見方に加え、何より

重要なことは物価上昇へどう対応していくべきかについて、引き

金・一時金の決定要因は、｢ 組合員の努力・頑張り｣｢短期

業績｣｢景気・経済動向｣｢企業競争力｣｢世 間相場・他社動

向｣｢業績の先行きに対する見通し｣｢従業員の仕事実態｣ 

等。 賃金・一時金の決定要因としてとりわけ今年重視すべ

き論点は以下4点と考える。 ①物価上昇とその対応 ②当

社の賃金･一時金水準の高さ③年々の回答を柔軟に配分で

きる当社賃金体系の理解④参考とし得る｢業績見合いの世

間相場の見方｣｢比較対象企業｣ 。 

【①物価上昇とその対応:過年度･当年度･次年度の動向から

多面的かつ 冷静に見ることが必要】  

・ 物価上昇の賃上げ・一時金への反映は、過年度の通年の上

昇分を次年度の交渉で反映するもの。通年の物価上昇の率

や指数は、年度が過ぎた後の確定値をどう反映させるか議

論すべき。  

・ OECD(経済協力開発機構)調査によれば、対前年消費者物

価指数は 2022 年(1-12 月)＋2.3％→ 2023 年(1-12 月)

＋2.0％と失速する見通し。 主な要因は、｢世界の経済成長

率の低下(22 年＋3.1％→23 年＋2.2％)による資源価格の

低下｣ ｢世界のインフレ率の低下(22 年＋9.4％→23 年＋

6.6％)｣｢対前月輸入物価の下落傾向(22 年 11 月▲5.3％

→12月▲4.1％)｣｢電気・都市ガス料金への政府の負担軽減

策(2月1日から)｣等。月単位の対前年消費者物価指数が昨

年後半から＋4％前後に上昇していることは事実。しかし

ながら、22年(1-12 月)を通年で見れば年平均＋2.3％であ

り、23 年の物価上昇見込み値は確定していない。  

・ バブル崩壊後約30年にわたるデフレ下において、当社が

毎年賃上げを果たしてきたことは事実。 さらに、昨年の当

社の賃上げ回答は、22 年の対前年消費者物価指数(＋

2.3％)を上回るものであり、当社は昨年の賃上げ回答によ

ってこの1年間の物価上昇分をカバーしているという見方

もできる。したがって、今交渉において物価上昇を賃上げ・

一時金にどう反映するか。 
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続き労使で議 論を深めていくべきとの考えである。 

②我々の賃金・一時金の水準について  

◇ 我々は年々の賃上げの積み重ねにより、中期的に日機連第 3 四

分位の賃金水準確保をめざすとの考えのもと取り組み、現在、そ

の水準の確保を果たしている。  

◇ 昨春闘における賃金・一時金の回答に対する組合見解を、改め

て述べておきたい。昨春闘における賃上げ10,000 円(3.06％)平

均の会社回答については、経営を取り巻く環境の不透明さが増大

し、リスクの大きい中にあって、世間相場を大きく超えた価値あ

る｢満額回答｣であったと認識。日機連における水準の優位性を確

保し、若手・中堅・ベテラン各層における意欲の向上、納得ある

配分をし得る回答であったと判断。一時金210万円(6.23 か月)

の会社回答については、組合員の努力・頑張りと次年度に向かう

意欲につながる回答であったと認識。高位安定をベースとし、一

時金での一層の生活向上を果たす回答であったと判断。 賃金・

一時金トータルで生活向上を果たし、組合員の働きに報い、今年

度に向けての仕事に邁進してもらいたいとの会社の意思が込め

られた回答であったと認識している。 

③我々の賃金体系について  

◇ 我々の成果主義処遇は、資格・賃金の高さ・評価により、成果

に応じて柔軟な配分ができることで意欲の向上を図ることので

きる良さがあると認識している。物価上昇局面という近年にない

状況下での今春闘においては、制度の柔軟さを活かした納得ある

対応を求めたい。 

④比較対象企業のあり方・業績見合いの世間相場について  

◇ 比較対象としている日機連は、様々な業種・規模の企業が属し

ている日本の製造業の代表的な企業群であり、製造業の縮図であ

るとの認識は組合としても同じである。これまでの継続性の観点

からも、今春闘における比較対象企業は日機連を基本としたい。  

◇ ダイキングループは空調グローバル No.1を果たし、2024年度

の創業100周年に最高業績をめざしている。今期においても、経

営の臨機応変且つスピードある意思決定・施策展開に対し、組合

【②当社の賃金･一時金水準の高さ:さらなる引き上げには

慎重な判断が 必要】  

・ 昨年の当社の賃上げ回答は高く、そのことによって当社の

賃金・一時金水準はより一層高くなった。加えて、初任給

は全学歴10,000円アップにより大卒では日機連 3 位とな

り、連動して若手層の処遇を引き上げたことにより、35 歳

までの大卒年齢ポイント別平均賃金は、日機連 2～6 位と

高い水準となっている。同様に高専の初任給・年齢ポイン

ト別平均賃金も引き上げた。 

 ・昨年の当社の一時金回答は、業績見合いの世間相場(195 

万円)を大きく超える思い切った回答。製造業において 6 

年連続で200万円超かつ月率6か月超というレベルを実現

している企業は限られた企業のみ。  

◆総額人件費(単独)は近年急速に上昇している。賃上げ・一

時金による影響は、賃上げ1％につき約＋5.6億円、一時金 

＋1万円につき約＋1.3億円。当社の賃金・一時金が既に高

い水準にあるだけに、年々の交渉結果は固定費増に直結し

収益を圧迫するため、単独の総額人件費やその他経営指標

の関係を熟慮する必要がある 

【③年々の回答を柔軟に配分できる当社賃金体系の理解】 

◆ 当社は2001年の賃金体系改訂以来、定期昇給＋ベースア

ップの考えを廃し、年々の賃上げの全額を個々人の資格・

賃金の高さ・評価に基づいて柔軟に配分してきた(思い切

った初任給改訂、若手の育成のための昇給額の確保、中堅・

ベテランへの配分、評価に応じた重点配分等)。  

◆ 世間では定昇＋ベアの考えをとっている企業がまだまだ

多く、そうした企業では全員一律に定額上がる仕組みを持

っており、賃上げ回答の一部を無条件にその原資に割かざ

るを得ないため、年々の賃金課題に対処する原資は制限さ

れる。 当社は賃金体系を改訂することで、そうした仕組み

から脱却を図り、その考えに基づき 20 年配分を行ってき

た。結果、他社よりも大きな評価幅を持ちながら、全体で
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員とグループ従業員は施策を理解・納得した上で、高いチームワ

ークと実行力を発揮。期中で発生したマイナス要因を跳ね返すべ

く、変化に対する機敏な対応力の発揮も加わり、F25目標1年前

倒し、そして過去最高業績の達成へと飛躍してきた1年であった

との認識である。グローバルで成長し続けコロナ禍でも先手先手

で施策を打つなど、企業の先見性・実行力が評価されているから

こそ、外部評価の高さや時価総額の高さに表れているとの認識で

ある。こうしたことを踏まえ、組合員はダイキンで働いているこ

とへの誇りを実感していると捉えており、重きをおきたい。 

・会社がグローバルで成長・発展を果たし、かつ高い収益力を発揮

する中にあって、その業績に相応しい賃金・一時金とはどうある

べきか。日機連比較の重要さと同時に、相応しいとより実感でき

る企業を加えていくことが労使の責務ではないかと認識してお

り、日機連の中での企業の絞り込みや、日機連以外の各業種を代

表する企業を加えた比較をしていくなど、引き続き検討していく

必要があるとの考えである。 

◇ 業績見合いの世間相場は交渉のベースとして重要と認識。その

上で、変化の激しい経営環境下にあって、業績見合いの世間相場

は、組合員の働きに結び付くものとして、収益性指標(売上高営

業利益率・総資本経常利益率)を重視すべきと考えている。しか

し、これまでの春闘交渉においては、業績見合いの世間相場の観

点に加え、｢業績に表れない組合員の働き｣｢次年度への挑戦｣等、

様々な観点から徹底的に議論を行ってきた。今春闘においても、

業績見合いの世間相場一点だけでなく、数の視点から議論を行っ

ていくべきと認識している。 

【要求の妥当性についての主張】 

 ◇賃上げについて、労働界の一員として社会的責任を果たし、過

去最高業績達成に向け、若手・中堅・ベテラン全員が生産性を高

めてきた働きに見合う要求である。世の中が賃金水準の向上を図

る中にあっては、我々としても賃金水準の向上をしっかりと果た

し、次年度における一層の意欲・活力の向上につなげていくべき。  

◇一時金について、今期の厳しい環境の中にあってもマイナス要因

他社と比べても遜色ない水準を実現している。  

◆ したがって、今年においても定昇＋ベアの仕組みに戻し

て、ベースアップを行うつもりはない。あくまで成果主義

配分を堅持したい。 

【④｢業績見合いの世間相場の見方｣｢比較対象企業｣:労使共

通の認識 に立ちたい】  

◆ 多岐に亘る賃金・一時金の決定要因の中でも、｢業績見合

いの世間相場の見方｣｢比較対象企業｣について、今年はと

りわけ重視する必要がある。 

 ◆ 政府・連合の方針は明確だが、各社の実現の手段は様々

であり、一部企業が早々に賃上げ率・額の表明をしたこと

を除けば、ギリギリまでわからない。したがって、当社組

合員の努力・頑張りが反映される業績に基づいて、 当社と

業績レベルの近い企業の賃上げ・一時金の水準と比較する

ことが例年以上に重要である。  

◆業績見合いの世間相場の見方は、単一指標ではなく複数指

標から多面的に業績比較を行う。 比較対象企業の選定は、

過去からの連続性からして、日機連をあくまでも中心に置

き、労使で相互に確認し合える他の企業があればその位置

付け・ 扱いを交渉の中で議論して決める。  

◆ あくまでもこうした世間相場の見方と比較対象企業をベ

ースにすれば、労組要求は賃上げ・一時金とも要求の世間

相場を上回っていると言わざるを得ない。 

◆ 当社は過年度の交渉において、業績見合いの世間相場を

上回る回答をしてきた。仮に労組に対前年で業績が伸びれ

ば賃金・一時金も上がって然るべきとの考えがあるのであ

れば否定する。｢業績見合いの世間相場を上回る回答→翌

年さらに高い要求→高い回答｣となり、賃金・一時金が 際

限なく伸びることとなるため、年々の状況に応じて思い切

った回答をすることは今後できなくなる 

【最後に】  

◆ 次回労協では、経理財務本部より、業績の見方、真の実力
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を克服し、昨年を大きく上回る業績達成に向け邁進してきた組合

員の働きに見合う要求である。期中の3度の上方修正、F25 計画

の 1年前倒しにつなげてきた働きこそ重視すべきである。今年度

達成する業績と組合員の働きからすれば、組合員の働きの成果に

応じた 配分を求める当然の要求である。 

の見方、解決すべき課題等について説明する。その内容も

踏まえ、業績見合いの世間相場の見方については慎重に考

えたい。  

城南 日本精工労組 3/7 ・会社の厳しい事業環境については充分認識しているが、職場の協

力・努力が会社業績を支えている。来期は、より一層の協力が必

要な状況であり、組合員一人一人が「会 社の業績にどう貢献で

きるか」を今まで以上に考え行動していく。  

・経済を持続的に成長させていくためには、すべての企業で、価格

転嫁の取組みとあわせた賃金引上げをしていかなければならな

い。日本精工は牽引する立場にあると考える。 

【賃 金】 

・ベースアップに対して前向きな会社姿勢が見えたことについて

は、これまでの組合員の思いも含め、労使交渉が着実に前進して

いる証である。  

・今春季交渉は、これまでにない物価上昇の継続により、生活実態

が厳しくなっていることや、他社の早期満額回答の情報なども含

め、組合員の大きな期待を背負った交渉となっている。 

＜再雇用制度の充実＞  

・シニア社員の一時金を現役社員と同じ月数にする要求に対し、現

時点で労使双方の考え方に相違があると認識しているが、厳しい

生活実態があることを改めて理解を求めたい。また、会社業績は

現役社員、シニア社員が共に努力した結果であり、支給月数につ

いては同じであるべき。 

・持続的な成長という観点からも、企業の貴重な財産である

従業員の皆さんがそれぞれ高い意識を持って、自らチャレ

ンジし続ける事が必要である。そのような「人づくり」に

つながる人事制度をめざし、現在シニア制度の改定に向け

て、労使で制度構築の検討を進めているが、現役社員も含

めた新しい人事制度の導入についても進めていきたい。 

【賃 金】 

・促進交渉と事務折衝を通じて、急激な物価上昇による生活

への影響および、激変する事業環境への対応、組合員の努

力・貢献について説明頂いた。それらを踏まえ、 定期昇給

については実施する。ベースアップについては物価上昇に

おける生活への影響等も踏まえ、前向きに考えていきた

い。ただし、非常に厳しい事業環境であることを加味しベ

ースアップの水準については慎重な検討と話し合いを進

めていきたい。 

＜再雇用制度の充実＞  

・シニア社員の賞与については昨年度の春季交渉にて要求通

りに金額から月数への置き換えを実施した。今年の要求は

「現役と同様の月数引上げ」だが、賞与は雇用形態別に定

めており、シニア社員の賞与も労使で協議し定めた結果と

なっている。そのため「現役と同様の月数」という考え方

ではなく、シニア社員独自の考え方に基づいた検討を行う

必要があると考えており、引続き論議をしていきたい。 

西多摩 日本電子連合 

労組 

3/6 会社が近年にない水準の見解を示したことは評価するが、今次春

闘で一番拘っている賃金改善分については要求との乖離が大きい。

会社状況や賃金だけでなく一時金を含めた年収で物価上昇に応じ

たい考えもわからなくはないが、要求時から拘っている賃金改善分

会社の業績は組合員の頑張りによって好業績となる見込

みだが、円安の恩恵と半導体事業に頼っている部分が多く、

今回事業である理科学機器の収益性をもっと改善する必要

がある。 そうした状況だが、物価上昇による組合員の生活の
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については最後まで闘う。 

【賃 金】 

近年にない高水準の賃金改善額は評価するが、物価上昇分に届か

ない。 特別一時金は有難いが、世間動向や組合員のアンケート結

果から、月例賃金を上げることが重要で、そこは譲れない。現状で

積上げを検討中とのことだが、満額に届く回答を希望する。 配分

については物価上昇が大きいので、極力一律としたい。 

影響は理解できるため、 近年では最高額となる賃金改善を

確保し、さらにギリギリまで積み上げる。ただ、要求の満額

には届かない。そこは、一時金を含めた年収で対応したい。 

【賃 金】 

定期昇給と賃金改善を実施する昇給計算に用いる各テー

ブルは前年同様とする賃金改善額を確保し、更なる積み上げ

が可能か検討している。 なお配分については、全額一律とい

う考えは無く、一部は評価に応じて決めたい。 

【その他】 

インフレ手当として、特別一時金を支給する。 

付帯要求①人事考課表の公開に向けた制度改善→評価制度

全般について次年度も労使で継続協議の上、順次改善を図

っていく。 

付帯要求②在宅勤務制度の試験導入→制度化に向けて引き

続き前向きに検討していきたい。 

中央 コマツユニオン 3/8 「誰もが安全に安心して活躍し続けられる職場環境の実現に向け

た各種改善」、「生産変動への対応（長時間残業、休日出勤、夜勤、

３班２交 替勤務、サプライヤーとの調整、欠品による生産調整、

社内外からの応援者・期間社員の方々との協力など）」、「コロナ禍

における各種事業継続への対応」、「自然災害発生時の早期復旧に向

けた対応やその後の生産遅れ挽回への対応」、「ダントツバリュー創

出に向けた各種モノ・コト開発」、「拡販への取り組み」、「現地組立

の苦労」、「事業再編への協力」など、組合員・定年後再雇用社員・

非正規社員がそれぞれの持ち場／立場で協力／ 努力してきた。改

めて満額回答をお願いする。 

◇会社は、「ユニオンの主張やその背景については理解した。今後、

人数を絞って踏み込んだ議論をしたい」と発言。ユニオンはこれ

を了承し、本日１３: １５より代表者交渉を行い、交渉の進展を

図っていく。 

ユニオン全支部から説明いただいた組合員の皆さんの持

ち場／立場での多大なるご協力に対し、改めて感謝申し上げ

る。コマツの売上の８割超が海外であるが、国内の皆さんの

協力／努力もコマツの業績を支えている。直近の物価上昇が

組合員の皆さんの生活に影響を与えていることは理解して

おり、 また、日頃の協力／努力についても応えていく必要が

あると考えている。  

一方で、ユニオン側・会社側ともにお互いの考え方は理解

できているもの の、ユニオンの一律ベアに対する強い主張

と、会社の物価上昇の影響を強く受けていると考えられる若

年層への重点配分や、役割・貢献度に応じた配分も考えたい

という主張において、立場の違いからお互いの重視する点に

相違があると考えている。また、会社を取り巻く環境・先行

きは不透明であり、コマツが持続的に成長していくために

は、需要変動に左右されにくい事業構造を作っていく必要が

ある。賃上げについては、「人への投資」の一項目として、中

長期的なコストインパクトも考慮したうえで、限りある原資
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の中でどこまで、何ができるのかを検討したい。 

中央 コマツユニオン 3/8 ≪代表者交渉≫ 

ユニオン全支部から、「物価上昇による生活への影響、現下の業

績を支えている組合員・定年後再雇用社員・非正規社員の協力／努

力に報いるべきである」と、改めて一律ベースアップの必要性を主

張した。 

【賃 金】 

 会社提案である「若年層への配分」、「役割・貢献度に応じた配分」

の考え方は理解する。ただし、改善原資は最大限、一律のベースア

ップに投入していただきたい。そのうえで、「役割・貢献度に応じ

た配分」については、人事・賃金制度のコンセプトをより意識した

方法がないかを検討いただきたい。 

 

◇ユニオンはこれまでの交渉経過を職場に報告するとともに、組合

員の生の声をあらためて集約し、 来週３月１３日（月）からの

代表者交渉に臨んでいく。 

【ベースアップについて】 

今年度の皆さんの協力／努力については、本当に感謝して

いる。こうした 現下の業績を支えている組合員・定年後再雇

用社員・非正規社員に報いていく必要はあると考えている。  

物価上昇の局面において、相応の対応は必要と考えている 

が、ユニオン要求の一律ベースアップだけではなく、役割・

貢献度に報いていくこと、物価上昇の影響を強く受けている

若年層への重点配分なども検討する必要がある。会社・ユニ

オンの考え方の隔たりについて、限られた原資の中で、どこ

に接点を見出していくのか議論したい。なお、定年後再雇用

社員・非正規社員については、組合員同様に実施する必要が

あると考えている。 

【昇格機会の確保について】  

直近２年間実施してきたが、改めて会社としても課題があ

ると認識しており、今年度もこれまで同様に実施する必要が

あると考えている。  

【若年層への配分について】  

物価上昇の影響を強く受けている若年層へは重点的に配

分することが必要と考えている。初任給についても、物価上

昇の影響や採用競争力強化の観点も踏まえ検討したい。  

【役割・貢献度に応じた配分について】  

人事・賃金制度のコンセプトに基づき、役割・貢献度に応じ

た公平な配分 をすることが必要と考えている。 

【全従業員最低賃金について】  

物価上昇の影響も踏まえ、慎重に判断したい。  

【期間社員の満期慰労金／一時金への加算について】  

業績加算金の支給やその他労働条件の改善等を含め、総合

的に検討したい。 

 


