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第１章 総則 

第１節 目 的       

この規程は、就業規則第４３条に基づき、従業員の賃金、昇給等に関する事項を定め

る。 

第２節 賃金の種類       

賃金は次のとおり分類する。       

(１) 基準内賃金 

基本給 役職手当 資格手当 皆勤手当 特別手当     

(２) 基準外賃金        

残業手当 出張手当 祝金を支給する。   

第３節 締切日および支払日  

 賃金は、前月１日より前月末日までの期間について計算し、当月２５日に支払う。 

ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に支給する。   

第４節 賃金の支払      

賃金は、本人の指定する金融機関の口座へ振込むものとする。  

  

      

第５節 賃金控除    

次の各号に定められたものは、前条の規程にかかわらず賃金より控除する。 
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源泉所得税 健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料 雇用保険料 

欠勤控除 福利厚生費 従業員との書面契約によるもの   

※欠勤については、就業規則に従い、年次有給休暇に振替られるものとする。 

   
      

第２章 基準内手当      

   

第６節 基本給 

基本給は、本人の能力、経験、技能、年齢、職務内容等に基づいて決定する。 

第７節 役職手当 

管理職者および同等待遇者に対し、月額で次の役職手当を支給する。 

部長     ５０，０００円 

課長     ２０，０００円 

主任      ５，０００円 

 

第８節 皆勤手当 

皆勤手当は、当月無遅刻、無欠勤の従業員に対して、月額で次のとおり支給する。 

１か月     ３，０００円 

第９節 資格手当 

資格手当は、別に定める昇給対象資格を有するものに対し、支給する。 
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第１０節 年末年始手当 

年末年始手当は、当社以外の事業所へ常駐している従業員が、当該事業所の要請によ

り年末年始に勤務した場合に次のとおり支給する。 

１２月３１日及び１月２日、３日に勤務の場合   ３，０００円 

１月１日に勤務の場合   １０、０００円 

１２月２９日及び３０日に勤務の場合   なし 

 

第１１節 特別手当 

会社は、業務上必要と認めた場合は、特別手当を支給することがある。 

第３章 基準外手当 

第１２節 時間外手当 

所定就労時間外に勤務した場合、勤務１時間につき時間給の１２５％を支給する。 

時間単位は１日１５分、月間３０分単位とする 

尚、所定始業時間に対し遅刻があった場合及び当社以外の事業所へ常駐している従

業員のシフト勤務については１日８時間(休憩時間を除く)までは所定時間とする。 

第１３節 休日出勤手当 

休日に勤務した場合、勤務１時間につき時間給の１2５％を支給する。 

尚、当社以外の事業所へ常駐している従業員については、当該事業所の休日に準ずる。 
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第１４節 出張手当 

業務の都合で出張する場合、以下の手当てを支給する。 

近地(50km以上で宿泊を伴わない場合) １日５００円 

遠地(宿泊を伴う場合)        １日２，０００円 

第４章   昇給    

第１５節 昇給 

昇給は、毎年４月１日をもって基本給の定期昇給を行う。 

但し、３月３１日までに１年以上の勤務実績があったものを対象とする。 

 

第１６節   臨時昇給 

臨時昇給は、特に功労のあった者について、昇給の必要を生じた場合に行う。 

   

第１７節 昇給の方法 

昇給は、会社の業績および各人の能力、技能、勤務成績、貢献度等を勘案のうえ行う。 

 
 

第５章 賞与    

第１８節 賞与 

賞与は支給しない。 
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第６章 付則 

 

本規程は、平成 １７年 ４月 １日から施行する。   

       

8 
 


	〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
	賃　　金　　規　　程
	〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
	コンピュータ・レスキュー株式会社
	目　　次
	第１章 総則 4
	第１節 目　的 4
	第２節 賃金の種類 4
	第３節 締切日および支払日 4
	第４節 賃金の支払 4
	第５節 賃金控除 4
	第２章 基準内手当 5
	第６節 基本給 5
	第７節 役職手当 5
	第８節 皆勤手当 5
	第９節 資格手当 5
	第１０節 年末年始手当 6
	第１１節 特別手当 6
	第３章 基準外手当 6
	第１２節 時間外手当 6
	第１３節 休日出勤手当 6
	第１４節 出張手当 7
	第４章 昇給 7
	第１５節 昇給 7
	第１６節 臨時昇給 7
	第１７節 昇給の方法 7
	第５章 賞与 7
	第１８節 賞与 7
	第６章 付則 8
	第１章 総則
	第１節 目　的
	第２節 賃金の種類
	第３節 締切日および支払日
	第４節 賃金の支払
	第５節 賃金控除

	この規程は、就業規則第４３条に基づき、従業員の賃金、昇給等に関する事項を定める。
	賃金は次のとおり分類する。      
	(１) 基準内賃金
	基本給　役職手当　資格手当　皆勤手当　特別手当    
	(２) 基準外賃金       
	残業手当　出張手当　祝金を支給する。  
	　賃金は、前月１日より前月末日までの期間について計算し、当月２５日に支払う。
	ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に支給する。  
	賃金は、本人の指定する金融機関の口座へ振込むものとする。 
	　
	次の各号に定められたものは、前条の規程にかかわらず賃金より控除する。
	源泉所得税　健康保険料　厚生年金保険料　介護保険料　雇用保険料
	欠勤控除　福利厚生費　従業員との書面契約によるもの  
	※欠勤については、就業規則に従い、年次有給休暇に振替られるものとする。   
	第２章 基準内手当
	第６節 基本給
	第７節 役職手当
	第８節 皆勤手当
	第９節 資格手当
	第１０節 年末年始手当
	第１１節 特別手当

	基本給は、本人の能力、経験、技能、年齢、職務内容等に基づいて決定する。
	管理職者および同等待遇者に対し、月額で次の役職手当を支給する。
	部長　　　　　５０，０００円
	課長　　　　　２０，０００円
	主任　　　　　　５，０００円
	皆勤手当は、当月無遅刻、無欠勤の従業員に対して、月額で次のとおり支給する。
	１か月　　　　　３，０００円
	資格手当は、別に定める昇給対象資格を有するものに対し、支給する。
	年末年始手当は、当社以外の事業所へ常駐している従業員が、当該事業所の要請により年末年始に勤務した場合に次のとおり支給する。
	１２月３１日及び１月２日、３日に勤務の場合　　　３，０００円
	１月１日に勤務の場合　　　１０、０００円
	１２月２９日及び３０日に勤務の場合　　　なし
	会社は、業務上必要と認めた場合は、特別手当を支給することがある。
	第３章 基準外手当
	第１２節 時間外手当
	第１３節 休日出勤手当
	第１４節 出張手当

	所定就労時間外に勤務した場合、勤務１時間につき時間給の１２５％を支給する。
	時間単位は１日１５分、月間３０分単位とする
	尚、所定始業時間に対し遅刻があった場合及び当社以外の事業所へ常駐している従業員のシフト勤務については１日８時間(休憩時間を除く)までは所定時間とする。
	休日に勤務した場合、勤務１時間につき時間給の１2５％を支給する。
	尚、当社以外の事業所へ常駐している従業員については、当該事業所の休日に準ずる。
	業務の都合で出張する場合、以下の手当てを支給する。
	近地(50km以上で宿泊を伴わない場合)　１日５００円
	遠地(宿泊を伴う場合)　　　　　　　　１日２，０００円
	第４章  　昇給
	第１５節 昇給
	第１６節  　臨時昇給
	第１７節 昇給の方法

	昇給は、毎年４月１日をもって基本給の定期昇給を行う。
	但し、３月３１日までに１年以上の勤務実績があったものを対象とする。
	臨時昇給は、特に功労のあった者について、昇給の必要を生じた場合に行う。   
	昇給は、会社の業績および各人の能力、技能、勤務成績、貢献度等を勘案のうえ行う。
	第５章 賞与
	第１８節 賞与

	賞与は支給しない。
	第６章 付則
	本規程は、平成　１７年　４月　１日から施行する。         

