
石川県中小企業団体中央会では、

会員事業所の福利厚生制度の充実のお手伝

いとして、三井生命保険相互会社を受託会社に
各種共済制度を取扱っています。

それでは実際にどのような共済制度を実施して
いるのかちょっと見てみましょう！　　　　　　　　
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自分や役員には事業承継の観点からも
大きな保障が必要だな…。

オーナーズプランオーナーズプラン

特定退職金共済制度特定退職金共済制度

年金共済（個人年金）年金共済（個人年金）

幅広いリスクに対応できる経営者向けの
制度が知りたいな…。

従業員の退職金対策もしっかり考えないと。

従業員の積立金制度もあればいいのだが…。

総合保障プラン総合保障プラン

経営者のための経営者のための

☆　各種共済制度の内容☆　各種共済制度の内容

●　経営者の皆様へのご提案●　経営者の皆様へのご提案

２／４

経営者年金制度経営者年金制度 自分や役員の慰労金準備も必要だな…。



退職慰労金
準備重視

保障性重視

※退職金制度に適している

※死亡退職金・弔慰金制度・事業
保全資金に適している

経営者編

【注】○型は「オーナーズプラン」　（個人事業主は　

　　「パートナーズプランⅠ・Ⅱ・Ⅲ型」）のこと。

Ⅰ型〔Aタイプ〕

「ザ･ベクトル」

Ⅲ型
「ザ･らいふ‐R」

Ⅱ型
「ナイスリー定期」

Ⅰ型〔Bタイプ〕
「プラウド‐R」「おまかせください。」

Ⅳ型
「経営自慢‐R」

総合保障プラン
「ステイタス‐R」

総合保障プラン
「三井の定期保険‐R」

損保商品

３／４

いわゆる　　　
掛け捨てタイプ

解約返戻金を退職
慰労金の一部とし
て利用できます。

各共済制度の特
長を大きく分ける
と、このようになり
ます。
ご検討の際は、お
客様のご要望に
合った商品をお選
びください。



各種制度の詳細については、パンフレットをご覧ください。

このように、石川県中小企業団体中央会ではこのように、石川県中小企業団体中央会では
会員企業の皆様の福利厚生の充実に向けて会員企業の皆様の福利厚生の充実に向けて
各種共済制度にて、お手伝いさせていただい各種共済制度にて、お手伝いさせていただい
ております。ております。

４／４



経営者のための

総合保障プランのご案内

総合保障プランとは？

◎中央会の会員事業所の経営者・役員・従業員の皆様のために実施する制度です。

◎このプランは、死亡・高度障害などの保障に加え、災害・医療保障特約を付加されますと、病気や

　 ケガに対する保障も確保できます。

制度の特長

•中央会が実施する制度なので、一般扱いより割安な保険料で加
入することができます。

•法人が契約者となり、被保険者に代表取締役等の役員を設定す
ることで、会社のキーマンに万が一のことがあった場合の会社の
事業保全に備えることができます。

•それぞれの目的に合わせて、特長の異なる保険を２種類ご用意
しています。【「三井の定期保険‐Ｒ」、「ステイタス‐Ｒ」】

それでは、プランの加入例を見てみましょう！それでは、プランの加入例を見てみましょう！
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総合保障プランご加入例①

ご契約形態ご契約形態ご契約形態
契約者　　 ：　石川県中央会会員事業所の法人・事業主および従業員　

被保険者　：　石川県中央会会員事業所の経営者（含む役員）・従業員

ご契約　　　　　　　（保険料お払込期間）　　　　　　　　　　満期

　ご検討の際には、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認ください。

死亡・高度障害保険金

５，０００万円

医療保障特約

災害保障特約 『三井の定期保険－Ｒ』は、お手
頃な保険料で高額保障が準備で
き、医療保障特約等も付加でき
る商品です。保険料は全額損金
算入できます。（法人契約の場合のみ）

その反面、“定期保険”という性
格上、満期になると保障がなくな
り、満期保険金もありません。よっ
て、役員の生存退職慰労金対策
として利用することができません。
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　　　　　　 死亡・高度障害保険金

　　　　　　　　1.5億円

総合保障プランご加入例②

ご契約形態ご契約形態ご契約形態

契約者　　　　　　　　 ：　石川県中央会会員事業所の法人　

被保険者　　　　　　　：　石川県中央会会員事業所の経営者（含む役員）

死亡保険金受取人　：　石川県中央会会員事業所の法人

ご契約　　　　　　　　　　　　　（保険料お払込期間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　満期

ご検討の際には、必ず三井生命作成パンフレット等でご確認ください。
３／３

解約返戻金

保険料の経理処理方法は保険期間の当初６割と残余４割
で異なります。当初６割期間は、保険料の１／２を損金に、
残りを長期前払保険料として資産計上し、残余４割期間は、
保険料全額を損金算入するとともに、資産計上額累計を均
等に取り崩していきます。よって、法人税等の軽減効果が
期待でき、また役員退職慰労金にも利用できます。

『ステイタス－Ｒ　Ⅰ型』は、三井の定期保険－Ｒのうち、保障期間が長く、『長期平準払定
期保険』に該当する商品の愛称であり、万一の保障の準備に加え、解約返戻金を役員の
退職慰労金の財源として利用することができます。

※長期平準払定期保険に該当する範囲･･･（ご契約年齢＋保険期間×２）が１０５を超え、かつ、保険期間満了時の年齢が７０歳を超える契約
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（直法２－２　昭和６２年６月１６日）



新しい時代を勝ち抜く経営者の皆様へ！！

オーナーズプランのご案内

新しい時代を勝ち抜く経営者の皆様へ！！

オーナーズプランのご案内

経営者の多様なニーズにお応えするために経営者のための総合保障プランに加え、ご覧の
ようなプランをとり揃えております。（オーナーズプランとは、中央会で実施する経営者
向け商品の総称であります。
また、従業員の皆様にもパートナーズプラン（Ⅰ～Ⅲ型）としてご提供しております。

オーナーズプランⅠ型 ［Ａタイプ］

（パートナーズプランⅠ型）

［Ｂタイプ］

オーナーズプランⅡ型 ［特定疾病保障型］
（パートナーズプランⅡ型）

オーナーズプランⅢ型 ［養老型］
（パートナーズプランⅢ型）

オーナーズプランⅣ型 ［逓増定期型］

一生涯にわたる終身保障の充実

３大成人病になられた時の保障

保障と資産形成をいっしょに確保

高額の死亡保障と
役員退職慰労金の準備が可能

保障と積立を分離し、自在性の高い
見直しが可能

引受会社：

三井生命保険相互会社

詳しくは三井生命作成の各商品パンフレットをご覧ください。
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　☆特約の詳しい内容については、特約パンフレットをご覧下さい。

オーナーズプラン（パートナーズプラン）Ⅰ型　ご加入例

積立保険部分保険料
１０,０００円／月

医療関係特約

セイバー特約 ５００万円

ナイスリー特約 ５００万円

定期保険特約

９,０００万円

６５歳までに
死亡（高度障害）のとき

１０，０００万円

ケガ･病気による入院（１泊2日以上）
･･･入院初日から 日額10,000円

所定の成人病による入院（１泊2日以上）
･･･入院初日から 日額20,000円

ガンによる入院（１泊2日以上）
　　　･･･入院初日から 日額30,000円

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になられたとき
※90日居ないの乳ｶﾞﾝ等、お支払いの対象とならない場合があります。

詳しくはパンフレットをご覧下さい。

５００万円
病気により、所定の障害状態になられたとき

５００万円

＜積立保険の主な特長＞
１．貯蓄機能 適用利率は毎年見直すため、将来の金利の上昇局面にも対応できます。また最低基準利率（１．５％）を下回る

ことはありません。（手数料の控除などにより、実質的な利回りは適用利率よりも低くなります）
また、ご契約の内容により、実質的な利回りアップ効果のある「手数料割引」もあります。

２．積立金の一部引出し 所定の範囲内で、積立金を自由に引出すことができます。
３．保険料調整機能 積立金の一部を活用し、保障部分の保険料に充当することにより、毎回のお払い込み保険料の負担を抑えること
　　　　　　　　　　　　ができます。

　オーナーズプラン（パートナーズプラン）

　Ⅰ型Ａタイプ［ザ・ベクトル　Ⅰ型Ａタイプ［ザ・ベクトル]]　　の場合　　　　　（男性のご加入例）

死亡保障部分　：　定期保険特約　･･･　９，０００万円（自動更新限度６５歳）
　　　 　　ナイスリー・セイバー特約　 ･･･　各５００万円

医療保障部分　：　災害入院特約・疾病入院特約・成人病入院特約・新ガン入院特約
　　　　 短期入院特約・成人病短期入院特約・ガン短期入院特約

各入院給付日額　･･･　１０，０００円
積 立 部 分　　 ：　１０，０００円／月

２／５

Ⅰ型にはその他にＢタイプとして、
「プラウド－Ｒ」
「おまかせください。」があります。

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはそれぞれ中央会で実施する事業所向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。



保険料払込期間

オーナーズプラン（パートナーズプラン）Ⅱ型（ナイスリー）
　保険金額　　：２，０００万円

ご契約 満期

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中のとき ※

特定疾病保険金として

２，０００万円

その他の原因により死亡・高度障害のときも
同額の保険金をお支払いいたします。

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはそれぞれ中央会で実施する事業所
向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。

オーナーズプラン（パートナーズプラン）Ⅱ型　ご加入例

３／５

※９０日以内の乳ガン
等、お支払いの対象と
ならない場合がありま
す。詳しくはパンフレット
をご覧下さい。



　オーナーズプラン（パートナーズプラン） Ⅲ型（ザ・らいふ－Ｒ）
　死亡・満期保険金額：２，０００万円　

＜付加する特約＞
傷害特約・・・特約保険金額１，０００万円　災害入院特約・・・入院給付日額　１０，０００円
疾病入院特約・入院給付日額１０，０００円　成人病入院特約・・入院給付日額　１０，０００円

保険料払込期間ご契約 満期

満期時お受取額

２，０００万円
＋

５年ごと積立配当金

＋
満期時配当金

満期時お受取額

２，０００万円
＋

５年ごと積立配当金

＋
満期時配当金

死亡・高度障害のとき

２，０００万円

災害で死亡・高度障害のとき

３，０００万円
（うち傷害特約１，０００万円）

不慮の事故で継続５日以上入院した場合

病気で継続５日以上入院した場合　　

所定の成人病で継続５日以上入院した場合　

死
亡
保
障

医
療
保
障

災害入院給付金

疾病入院給付金

成人病入院給付金

オーナーズプラン（パートナーズプラン）Ⅲ型　ご加入例

４／５

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはそれぞれ中央会で実施する事業所
向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。



５／５

  

      50歳ご契約  70歳満期

年45％複利で

増加します

年 1％複利で

増加します

第１保険期間 第２保険期間

保 険 料 お 払 込 期 間

○所定の要介護状態が 180日継続した場合（介護保険金）

○死亡の場合（死亡保険金）

○高度障害の場合（高度障害保険金）
  に保険金をお受取りになれます。
      ※それぞれの保険金は重複してお支払いはいたしません。

☆保険金額の推移☆
50歳時……10,000万円

51歳時……10,100万円
   年１％複利で増加

56歳時……10,620万円

57歳時……15,390万円

58歳時……22,320万円
   年 45％複利で増加

61 歳時以後…50,000万円

第
１
保
険
期
間

第
２
保
険
期
間

※保険金額の増加はご契約時の基本保険金額の５倍が限度となります。

＜ご契約例＞
○50歳男性加入 70歳満期

○基本保険金額 10,000万円

○第一保険期間 7年型

○保険料全額損金タイプ

○団体扱Ｈ月払保険料

                458,200円
高額割引保険料率が適用されています。

解約返戻金の

推移

 【経営自慢－Rのご加入イメージ】保険料全額損金タイプのご加入例

オーナーズプランⅣ型ご加入例

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとは中央会で実施する事業所向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。

   ☆オーナーズプランⅣ型「経営自慢‐Ｒ」の特徴☆
１、保険料は一定で、保険金額が毎年増加します。事業の発展とともに責任の増大する経営者にふさ
わしい保障をご準備いただけます。

２、死亡・高度障害のほか、要介護状態の場合にも保険金が支払われます。
企業を支える経営者が万一の場合の必要資金としてご活用いただけます。

３、ご勇退時の退職慰労金の原資をご準備いただくことができます。
緊急の資金が必要な場合には、所定の範囲で契約者貸付制度のご利用も可能です。

４、お払込みいただく保険料の全額または一部を損金算入できます。

ご契約の形態
契約者・・・→法人　　　　
被保険者・・→経営者・役員
保険金受取人→法人　　　　



役員・従業員の皆様のための

パートナーズプラン

役員・従業員の皆様のための

パートナーズプラン

パートナーズプランⅠ型 ［Ａタイプ］

　［Ｂタイプ］

パートナーズプランⅡ型 ［特定疾病保障型］

パートナーズプランⅢ型 　　［養老型］

一生涯にわたる終身保障の充実

３大成人病になられた時の保障

保障と資産形成をいっしょに確保

保障と積立を分離し、自在性の高い
見直しが可能

引受会社：

三井生命保険相互会社

詳しくは三井生命作成の各商品パンフレットをご覧ください。

パートナーズプランとは、　　　　　　
中央会で実施する従業員向け商品の総称

です。

みなさまの多様なニーズに応えるために、ご覧のようなプランを取り揃えております。みなさまの多様なニーズに応えるために、ご覧のようなプランを取り揃えております。
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　☆特約の詳しい内容については、特約パンフレットをご覧下さい。

積立保険部分保険料
５,０００円／月

医療関係特約

セイバー特約 ５００万円

ナイスリー特約 ５００万円

定期保険特約

３,０００万円

６５歳までに
死亡（高度障害）のとき

４，０００万円

ケガ･病気による入院（１泊2日以上）
･･･入院初日から 日額10,000円

所定の成人病による入院（１泊2日以上）
･･･入院初日から 日額20,000円

ガンによる入院（１泊2日以上）
　　　･･･入院初日から 日額30,000円

病気により、所定の障害状態になられたとき

５００万円

＜積立保険の主な特長＞
１．貯蓄機能 適用利率は毎年見直すため、将来の金利の上昇局面にも対応できます。また最低基準利率（１．５％）を下回る

ことはありません。（手数料の控除などにより、実質的な利回りは適用利率よりも低くなります）
また、ご契約の内容により、実質的な利回りアップ効果のある「手数料割引」もあります。

２．積立金の一部引出し 所定の範囲内で、積立金を自由に引出すことができます。
３．保険料調整機能 積立金の一部を活用し、保障部分の保険料に充当することにより、毎回のお払い込み保険料の負担を抑えること
　　　　　　　　　　　　ができます。

パートナーズプラン

　Ⅰ型Ａタイプ［ザ・ベクトル　Ⅰ型Ａタイプ［ザ・ベクトル]]　　の場合　　　　　（男性のご加入例）

死亡保障部分　：　定期保険特約　･･･　３，０００万円（自動更新限度６５歳）
　　　 　　ナイスリー・セイバー特約　 ･･･　各５００万円

医療保障部分　：　災害入院特約・疾病入院特約・成人病入院特約・新ガン入院特約
　　　　 短期入院特約・成人病短期入院特約・ガン短期入院特約

各入院給付日額　･･･　１０，０００円
積 立 部 分　　 ：　５，０００円／月

２／４

Ⅰ型にはその他にＢタイプとして、
「プラウド－Ｒ」
「おまかせください。」があります。

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはをれぞれ中央会で実施する事業所向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。

パートナーズプランⅠ型　ご加入例

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になられたとき
※90日居ないの乳ｶﾞﾝ等、お支払いの対象とならない場合があります。

詳しくはパンフレットをご覧下さい。

５００万円



パートナーズプランⅡ型　ご加入例

３／４

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはをれぞれ中央会で実施する事業所
向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。

保険料払込期間

オーナーズプラン（パートナーズプラン）Ⅱ型（ナイスリー）
　保険金額　　：２，０００万円

ご契約 満期

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中のとき ※

特定疾病保険金として

２，０００万円

その他の原因により死亡・高度障害のときも
同額の保険金をお支払いいたします。

※９０日以内の乳ガン
等、お支払いの対象と
ならない場合がありま
す。詳しくはパンフレット
をご覧下さい。



パートナーズプラン Ⅲ型（ザ・らいふ－Ｒ）
　死亡・満期保険金額：２，０００万円　

＜付加する特約＞
傷害特約・・・特約保険金額１，０００万円　災害入院特約・・・入院給付日額　１０，０００円
疾病入院特約・入院給付日額１０，０００円　成人病入院特約・・入院給付日額　１０，０００円

保険料払込期間ご契約 満期

満期時お受取額

２，０００万円
＋

５年ごと積立配当金

＋
満期時配当金

満期時お受取額

２，０００万円
＋

５年ごと積立配当金

＋
満期時配当金死亡・高度障害のとき

２，０００万円

災害で死亡・高度障害のとき

３，０００万円
（うち傷害特約１，０００万円）

不慮の事故で継続５日以上入院した場合

病気で継続５日以上入院した場合　　

所定の成人病で継続５日以上入院した場合　

死
亡
保
障

医
療
保
障

災害入院給付金

疾病入院給付金

成人病入院給付金

パートナーズプランⅢ型　ご加入例

４／４

オ－ナ－ズプランおよびパートナーズプランとはをれぞれ中央会で実施する事業所
向け、従業員向け商品の総称です。
ご検討の際は、必ず三井生命作成のパンフレット等でご確認下さい。



大企業並みの従業員退職金制度が実施できる！！

特定退職金共済制度のご案内特定退職金共済制度のご案内

特定退職金共済制度とは？特定退職金共済制度とは？

制度の特色制度の特色

◎団体の傘下事業所の共同の退職金制度で国（税務署）の承認を受けた制度です。

◎各事業所は従業員の支払い準備のため、あらかじめ掛金を団体に支払い、従業員が退職

　 したときに団体より退職金（一時金、年金）が従業員に直接支払われます。

わずらわしい手続もなく、簡単にご加入いただけます。

◎退職金は退職者の希望により、年金か一時金のどちらかで受け取って

　いただけます。

◎死亡退職金については、プラスアルファが加算される等、退職金制度と

　しての魅力があるものとなっています。

◎この制度の退職金・給付金は加入者である従業員に直接支払われます。

◎掛金のご負担は全額事業主負担となりますが、従業員一人あたり

　３０，０００円まで損金（必要経費）として算入でき、従業員の給与にもなり

　ません。

それでは、制度の加入例を見てみましょう！ １／２



１０年確定年金１０年確定年金
１０年間にわたり
年間　　　　　　円

をお支払いたします。

３０年経過後　脱退一時金

脱退一時金    円

３０年勤続者 モデル退職金

モデル退職金 ８，０１１，０００円

東京都労働経済局「平成１２年度版中小企業の退職金事情」
全産業・高卒男子標準者退職金を表示しています。

※実際にお支払いする金額は変動（増減）することがあります。

特退共ご加入例

　　特定退職金共済制度　　　　

加入口数　：　１５口

月額掛金　：　１５，０００円
勤続年数　：　３０年

掛金

運用益等

詳しくは、パンフレット等でご確認ください。

加入口数の設定方法により
事業所の退職金規程にあっ
た加入が可能です！！

掛金払込期間（３０年）

加
入
時

２／２

年金お支払い期間



経営者の皆さんに安心とゆとりを！！

経営者年金共済制度のご案内経営者年金共済制度のご案内
（拠出型企業年金保険）

一部の団体や支社でこの
制度を取扱っていないとこ
ろがあります。
詳しくはパンフレット等でご
確認願います。

経営者年金共済制度とは？経営者年金共済制度とは？

◎従業員の退職金制度としては特退共がありますが、経営者および家族従業員および法人の

　役員のための退職金制度としてはこの経営者年金があります。

◎役員退任時の一時に多額の資金を調達する必要がなく安心です。

◎特退共のように制度上の制約がありませんので、事業保全資金としても活用いただけます。

簡単な手続で加入でき、将来設計も万全です。

制度の特色制度の特色

◎商工団体が実施する制度なので、有利で安全な資産形成

　に寄与します。

◎多数の経営者が加入していますので、スケールメリット

　が見込まれます。

１／２それでは、制度の加入例を見てみましょう！



経営者年金ご加入例

経営者年金共済制度
加入口数　：　１０口
月額掛金　：　１００，０００円
勤続年数　：　２０年

掛金

運用益等

詳しくは、パンフレット等でご確認ください。

役員退職慰労金の準備や、
事業保全資金として活用する
ことができます。

掛金払込期間（２０年） 年金お支払い期間

加
入
時

２／２

１０年確定年金１０年確定年金

１０年間にわたり

年間　　　　　円
をお支払いたします。

２０年経過後　脱退一時金

円

２０年後

※給付額については平成14年9月1日現在の予定利率にもとづき計

算しております。

※実際にお支払いする金額は変動（増減）することがあります。



ゆとりあるセカンドライフは、
役員・従業員の方々の自助努力から！！

年金共済制度のご案内年金共済制度のご案内
（拠出型企業年金保険）

年金共済制度とは？年金共済制度とは？

◎役員・従業員の皆様の自助努力による老齢資金積立制度です。（掛金負担者は加入者）

◎予算に合わせて自由に掛金を設定できます。

気軽に積み立ててゆとりある老後を！！

制度の特色制度の特色

◎〇〇県中小企業団体中央会が実施する制度なので、

有利で安全な資産形成に寄与します。

◎多数の経営者が加入していますので、スケールメリット

　 が見込まれます。

◎一定の条件を満たせば、掛金が所得税法上の個人年金

　保険料控除の対象になり、お得です。

１／２それでは、制度の加入例を見てみましょう！



１０年確定年金１０年確定年金
７０歳まで１０年間

年間　　　円
お支払いたします。

個人年金
給付額

６０歳
積立完了時積立金

円

１５年保証終身身年金１５年保証終身身年金
生涯にわたり、

年間　　　　　円
お支払いたします

※給付額については平成１４年9月1日現在の予定利率にもとづき計算

しております。

年金共済制度ご加入例

　個人年金共済制度　　　　

加入年齢　：　４０歳
加入口数　：　２口
月額掛金　：　１０，０００円
６０歳年金開始

詳しくは、パンフレット等でご確認ください。

積立完了時に年金に代えて
一時金としての受け取りも
可能です。

掛金払込期間（２０年）
年金お支払い期間

加
入
時

年金お支払い期間

掛金

運用益等

年金

一時金

終
身

４０歳 ６０歳
６０歳

６０歳 ７０歳

７５歳

２／２

※実際にお支払いする金額は変動（増減）することがあります。


