
３月に「貯金残高通知書」を発行します

毎年3月1日から2月28日（うるう年は2月29日）の1年間の利息計算を行い、３月１日に元金に利息を組み入れ、

「貯金残高通知書」を発行します。

「貯金残高通知書」の「お積立等明細」の内容をご確認いただき、ご不明な点は共済組合までお問い合わせください。

　 「貯金残高通知書」は通帳に代わる書類です。大切に保管してください。
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○.3.19 定例積立 50000 ○.12.21 定例積立 50000
○.4.21 定例積立 50000 ○.12.24 一部払戻 500000
○.5.21 定例積立 50000 ○.1.21 定例積立 50000
○.6.21 定例積立 50000 ○.2.21 定例積立 50000
○.6.30 特別積立 300000
○.7.21 定例積立 50000
○.8.20 定例積立 50000
○.9.21 定例積立 50000
○.10.21 定例積立 50000
○.11.19 定例積立 50000
○.12.10 特別積立 300000

○○市

共済 太郎

普通貯金

令和〇年３月1日現在の残高

令和〇年３月1日現在の残高

下記「お積立等明細」のうち、「定例積立」の合計額 ＋
「特別積立」の合計額 － 「一部払戻」の合計額

今回の利息額
（利息額の計算方法は次ページをご参照ください。）

利息額に対する税金
（20.315% 復興特別所得税を
含む。）

払戻・解約を行ったときに、共済組合から送金する口座です。
なお、個人情報であるため、口座番号は一部のみ記載しています。

（注)
名義変更、口座閉鎖などで送金できないことがあります。
口座に変更があった場合は、「変更届（氏名・届出印・登録口

座）」の提出をお願いします。
なお、氏名及び届出印の変更を伴わない場合に限り、「貯金払出請

求書」を提出する際に振込先を記入することにより、併せて登録口座
を変更することができます。）

令和○年3月1日から令和○年2月28日までの積立・払戻の
内容です。
ご確認ください。.

（参考）
定例積立：毎月の給料から天引きされたもの
特別積立：ボーナスからを天引きされたもの
一部払戻：期間中に「貯金払出請求書」が提出されたもの



＜利息額の計算方法について＞

　前ページの「貯金残高通知書」における利息額及び利息額に係る税金の詳細な計算方法は次のとおりです。

日付 種別 残高始期 残高終期
経過日数
　　　①

残高
残高の100円未
満を切捨てた額

②
①×②

令和○年3月1日 令和○年3月1日 令和○年3月19日 19 1,234,567 1,234,500 23,455,500

令和○年3月19日 定例積立 令和○年3月20日 令和○年4月21日 33 1,284,567 1,284,500 42,388,500

令和○年4月21日 定例積立 令和○年4月22日 令和○年5月21日 30 1,334,567 1,334,500 40,035,000

令和○年5月21日 定例積立 令和○年5月22日 令和○年6月21日 31 1,384,567 1,384,500 42,919,500

令和○年6月21日 定例積立 令和○年6月22日 令和○年6月30日 9 1,434,567 1,434,500 12,910,500

令和○年6月30日 特別積立 令和○年7月1日 令和○年7月21日 21 1,734,567 1,734,500 36,424,500

令和○年7月21日 定例積立 令和○年7月22日 令和○年8月20日 30 1,784,567 1,784,500 53,535,000

令和○年8月20日 定例積立 令和○年8月21日 令和○年9月21日 32 1,834,567 1,834,500 58,704,000

令和○年9月21日 定例積立 令和○年9月22日 令和○年10月21日 30 1,884,567 1,884,500 56,535,000

令和○年10月21日 定例積立 令和○年10月22日 令和○年11月19日 29 1,934,567 1,934,500 56,100,500

令和○年11月19日 定例積立 令和○年11月20日 令和○年12月10日 21 1,984,567 1,984,500 41,674,500

令和○年12月10日 特別積立 令和○年12月11日 令和○年12月21日 11 2,284,567 2,284,500 25,129,500

令和○年12月21日 定例積立 令和○年12月22日 令和○年12月23日 2 2,334,567 2,334,500 4,669,000

令和○年12月24日 一部払戻 令和○年12月24日 令和○年1月21日 29 1,834,567 1,834,500 53,200,500

令和○年1月21日 定例積立 令和○年1月22日 令和○年2月21日 31 1,884,567 1,884,500 58,419,500

令和○年2月21日 定例積立 令和○年2月22日 令和○年2月28日 7 1,934,567 1,934,500 13,541,500

差引積立額 1,934,567 ①×②の合計 619,642,500

※差引積立額 ＝ 「定例積立」の合計額 ＋ 「特別積立」の合計額 － 「一部払戻」の合計額

利息額＝ 619,642,500 ×1.0％÷365日＝ 16,976 （円未満切り捨て）

税金（国税）＝ 16,976 ×15.315％＝ 2,599 （円未満切り捨て）

税金（地方税）＝ 16,976 ×5％＝ 848 （円未満切り捨て）

所得税額＝ 2,599 ＋ 848 ＝ 3,447

令和○年2月28日現在の残高 ＋ 利息額 － 所得税額 

＝ 1,934,567 ＋ 16,976 － 3,447 ＝ 1,948,096

　利息額の計算は「期末残高×利率」ではありませんので、ご注意ください。

(上記の場合、 1,934,567円(令和○年3月1日の残高）×1.0％＝19,345円 ではありません。）
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