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　事業主、加入者並びに年金受給者の皆様には、平素より当基金の事業運営に格別の
ご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　平成30年４月１日に厚生労働大臣より設立認可を頂戴してから、１年が経とうとし
ております。おかげをもちまして、この間、皆様からお寄せいただきましたお力添え
により、基金の事業も順調に推移しているところでございます。
　しかしながら、この１年の運用環境を振り返りますと、米中貿易摩擦や、ヨーロッ
パ諸国の政治動向など、昨年秋口以降は不透明な状況が続いており、予断を許さない
状況となっております。とは申せ、景気拡大期間が戦後最長となったとの観測もあり、
企業業績は比較的穏やかな上昇が今後も続くものと見られております。来年のオリン
ピック・パラリンピック、またその後に控えております大阪万博と、景気押し上げが
期待できるイベントが続きます。
　当基金といたしましては、今後も的確な情報収集に努め、効率的かつ安全な運用を
行ってまいります。
　昨年は、総合型企業年金基金に関して、ガバナンス強化の観点から様々な見直しが
行われました。この一環として、当基金においても、昨年12月に厚生労働省から発せ
られた通知に基づき、今年度より公認会計士によるＡＵＰ（合意された手続）による
業務チェックを実施することといたしました。もとより、常日頃から、役職員一同は
正確、適切な業務処理に努めておりますが、今後は、外部の目によるチェックが加わ
ることにより、業務の正確性が更に向上するものと考えております。
　当基金におきましても、事業概況の周知の徹底をはじめ、わかりやすい情報提供を
より一層進めてまいります。
　また、公的年金制度では、2019年財政検証結果の取りまとめに向け議論が進められ
ています。マクロ経済スライドや社会保険の適用拡大、高齢期の就労と年金などが主
な検討事項に挙がっています。とりわけ高齢期の就労については、人生100年時代に
あって、健康寿命の延伸という観点からも環境整備が進められる見込みです。それに
より、高齢期そのものが長くなるだけでなく、働き方・生き方も多様化してまいりま
す。高齢期の経済基盤の安定は、これまで以上に重要となり、公的年金制度を補完す
るものとしての企業年金の存在が益々重要なものとなってまいります。
　これからも、役職員一同、法令を遵守し着実な業務の執行に努めるとともに、サー
ビスの向上、より安全な資産運用に努力する所存でありますので、引き続き皆様のご
支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第３回代議員会開催結果について
　平成31年１月21日、第３回代議員会が開催され、代議員会に先立って、
事業運営委員会および理事会において審議された議案事項について審議が行
われ、議決・承認されました。概要は以下のとおりです。

1 平成31年度事業計画（案）および予算（案）について
⑴事業計画（案）（2019年4月1日～2020年3月31日）
平成31年度の当基金の予算は、次の基礎数値に基づいて作成いたしました。

①加入者および掛金に関する事項
（予算の前提） 男子 女子 計
加入者数 16,301人 5,623人 ①21,924人

うち附則別表第２
該当加入者数 00,080人 00,50人 ②21,130人

うち別表第1④欄
中段加入者数 00,000人 00,35人 ③21,935人

掛金見込額
（年金経理）
標準掛金 630,403千円（①-③）×2,400円×12ヵ月
特別掛金 523,056千円（①-②）×2,000円×12ヵ月

（業務経理）
事務費掛金 184,162千円 ①×700円×12ヵ月

②給付に関する事項
区分 件数 支給額

老齢給付金 174件 033,600千円
選択一時金 132件 150,096千円
脱退一時金 302件 096,924千円
遺族給付金 011件 009,034千円
合計 619件 289,654千円

区分 件数 支給額
連合会移換 24件 06,904千円
他制度移換

（DB・DC移換) 11件 03,153千円

合計 35件 10,057千円

③事務組織に関する事項
事務組織図

④事業運営に関する事項
●理事会・代議員会の開催（１月予算、７月決算ほか）
●事業運営委員会の開催（随時）
●広報活動の実施
・加入者、受給者および受給待期者に対する「基
金だより」の発行（３月、９月）

・事業主および加入者に対する「基金ニュース」
の発行（毎月１回）

・ホームページの運営
●年金相談事業の充実（随時）	
●職員研修の実施（随時）
●事務処理の合理化対策
・事務処理機器操作・管理の徹底
・特定個人情報等の地理扱い管理の徹底

業務委託　総幹事会社（指定法人）　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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掛金等収入
（11億5,346万円）
　事業主からの掛金

運用収益
（1億8,719万円）
　資産運用における収益

給付費
（2億8,965万円）
　年金・一時金の支払い

移換金（1,006万円）
　基金から企業年金連合会
　へ移換する中途脱退者の
　脱退一時金相当額

運用報酬等（2,541万円）
　信託銀行や生命保険会社
　など運用機関に支払う運
　用手数料

業務委託費等（1,269万円）
　運用機関に委託している
　年金の支払いなどの業務
　の委託手数料

収　益
13億4,065万円

費　用
3億3,781万円

収　益
1億8,416万円 

費　用
1億8,416万円 掛金収入（1億8,416万円）

　事業主からの掛金
事務費（7,645万円）
　業務運営に要する費用

代議員会費（538万円）
　代議員会に要する費用

業務委託費等（600万円）
機械処理経費
（1,416万円）
雑支出（274万円）
当年度剰余金
（7,943万円）

⑵予算（案）
前項の事業計画を基に予算額を算定しています。

●年金経理
年金の給付や掛金のうけ入れ、年金資産の管理運用などを行う経理です。
資産額は時価による推計で表示しています。

■予定損益計算書（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）

●業務経理・業務会計
基金を運営するための経費を処理する会計です。
基金の運営にあたっては、各種費用の見直しを行い経費削減を図ります。

■損益計算書（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）
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資産勘定  1億5,383万円
固定資産

流動資産

1,244万円

1億4,139万円

負債勘定  1億5,383万円

繰越剰余金 6,154万円

基本金 1,244万円

当年度剰余金 7,943万円

42万円流動負債

■予定貸借対照表（2020年3月31日現在）

■予定貸借対照表（2020年3月31日現在）

資産勘定  88億6,794万円

固定資産

流動資産

86億7,569万円

1億9,225万円

負債勘定  88億6,794万円

別途積立金 30億7,177万円

支払備金 2,694万円

当年度剰余金 4,529万円

責任準備金 57億2,308万円

86万円流動負債
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2 基金規約の一部変更（案）について
①平成30年４月１日企業年金基金設立後に、新規加入する実施事業所についても特別掛金の負担をして
もらうことの規約変更をしました。（規約附則第４条、第10条第２項削除及び第10条の２を新設）
②下記事業所について平成31年４月１日付編入による規約別表への追加をしました。
　事業所名　高丘電子株式会社　　　事業所所在地　静岡県浜松市中区高丘西

3 平成30年度第４四半期の資産運用計画（案）について
　平成30年度第４四半期および平成31年度について、運用環境の変化には細心の注意を払いながら、現
在の資産配分を維持しつつ、各ファンドの運用成績を見ながら、運用コンサルタントのトータルアセッ
トデザインの助言を得ながら、年度後半に向け、必要に応じ、運用会社、運用商品の入れ替えを検討い
たします。

政策アセットミックスおよび12月末現在資産配分
国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 代替資産 短期資金

政策アセットミックス 35.00％   16.00％ 12.00％   16.00％   20.00％ 1.00％
2018.12. 末現在 36.72％   15.09％ 12.21％   14.48％   19.61％ 1.89％

乖離幅 01.72％ − 0.91％ 00.21％ − 1.52％ − 0.39％ 0.89％

4 平成31年度の資産運用計画（案）について
　10月以降株式市場はボラティリティの高い状況で推移しており、運用環境は予断を許さない状況です。
　当基金の現在の資産配分（平成30年４月11日第１回代議員会決定）は予定利率を２％とした資産配分
としてはリスク首位順を最低限とした配分となっています。
　実際の配分も、政策アセットミックスにほぼ乖離のない状況です。
　今後の運用環境に対しては、引き続き細心の注意を払う必要がありますが、国内および米国とも、実
体経済は引き続き好循環を維持しているとみられること等から、現在の資産配分を維持することといた
します。

5 互選代議員補充選挙について
　互選代議員の欠員があり、補充選挙を下記の日程で行いましたが、立候補がありませんでした。７月
の代議員会までに再度、選挙を実施する予定です。
●平成30年12月21日㈮…互選代議員選挙の執行（公示）
●平成31年１月18日㈮…選挙立候補届の受付締切
●平成31年１月21日㈪…選挙会開催・当選人決定（立候補者なしで代議員会に報告しました）

6 事業所の名称変更等に伴う規約別表、附則別表の変更
①事業所の所在地変更　４件

事業所名称
事業所所在地

適用年月日
新 旧

日新電子工業㈱ 東京都千代田区 東京都江東区 30. 6 .25
ワイエイシイエレックス㈱ 大阪府東大阪市 兵庫県伊丹市 30. 9 .13
㈱ノボル電機製作所 大阪府枚方市 大阪府交野市 30.10. 1
ＴＤＫラムダ㈱ 東京都中央区 東京都港区 30.11.26

②事業所の名称変更　１件
事業所名称

事業所所在地 適用年月日
新 旧

㈱ノボル電機 ㈱ノボル電機製作所 大阪府枚方市 30.10. 1



金額は物価や賃金の変動に応じて毎年度改定
されます。物価と賃金がプラスで、物価が賃金

を上回る場合、賃金の変動率を改定に用いることにな
っています。2019年度の年金額の改定は、物価変動
率（1.0％）が名目手取り賃金変動率（0.6％）よりも高いた
め、改定には賃金変動率（0.6％）を用います。少子高
齢化の影響を反映したマクロ経済スライドによる調整率
（マイナス0.2％）と2018年度に繰り越された未調整分
（マイナス0.3％）を加味した結果、改定率は0.1％のプラ

スとなります。

2019年度の年金額は0.1％のプラス

年

閣府が公表した「老後の生活設計と公的年金
に関する世論調査結果」によると、公的年金

制度に関心を持った年齢について50 ～ 59歳と答え
た人の割合が19.4％、40 ～ 49歳が18.5％、30 ～ 39
歳が17.3％、20 ～29歳が16.3％となり、若い世代で
関心を持つ人が多いことがわかりました。また、現
在の公的年金のしくみや役割についてどのようなこ
とを知っているかという質問では、「学生を含めた
20 （」るあが務義るす入加は民国の上以歳 77.6％）、

「支払った保険料及び期間に応じて年金が受けられ
（」る 74.6％）、「年金は原則65歳から受け取り始める

が、本人の希望により60歳から70歳の間で受け取
（」るきで択選を期時るめ始り 70.8％）、「現役で働い

ている世代が、年金を受け取っている高齢者を扶
（」るあで度制るす養 67.1％）との回答が多く、年金

の繰下げ・繰上げの周知度が比較的高い結果とな
りました。この調査結果は、今後の年金制度改正
について議論する際の基礎資料となります。

若い世代で公的年金に関心を持つ人が多い結果に

内

閣府は、マイナンバー制度に関する世論調
査結果を公表しました。マイナンバーを提

示したことのある状況で多かったのは「職場やアル
（」きとたしを続手の険保会社や料給で先トイバ 29.1

％）、「年末調整や確定申告をしたとき」（25.3％）で
した。それに対し、「マイナンバーを届け出たり、
記載する機会がなかった」は34.9％となりました。
マイナンバーカードの取得状況は、「取得してい
る、もしくは取得申請中」（27.2％）、「取得していな

（」定予るす得取後今、がい 16.8％）となり、「取得し
ていないし、今後も取得する予定はない」が53.0％
でした。マイナポータルで利用してみたい機能に
ついては、「必要な手続の検索や申請ができる」
（19.6％）、「健康診断結果や、薬の服用履歴の情報

（」るきで認確を 13.1％）に対し、「特に利用してみた
いとは思わない」が62.2％となり、マイナンバーカ
ードやマイナポータルに消極的な答えが多い結果
となりました。

マイナンバーカードやマイナポータルの利用に消極的な回答が多数

内

●2019年度の（67歳以下）の年金額の例

国民年金
（老齢基礎年金（満額）：１人分） 6万4,941円

＊ 夫が平均的収入（42.8万円）で40年間就業し、妻がその期間すべて専業
主婦であった世帯が年金をうけとり始める場合の給付水準。

22万1,277円
厚生年金＊

（夫婦２人分の老齢基礎年金
を含む標準的な年金額）

2018年度（月額）

6万5,008円
（＋67円）

22万1,504円
（＋227円）

2019年度（月額）
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「き」になる年金
基本の「き」

●「ねんきんネット」は、パソコンやスマホなどから24時間いつでもどこでも自分の年金の情報を手軽に確認で
きる、日本年金機構のサービスです。
●基礎年金番号がある人であればだれでも利用できます。
●利用するためには、「ねんきんネット」への登録が必要となります。

の年金の加入記録や、将来の年金見込額を気軽に調べることができたらとても便利だと思いませんか？

「ねんきんネット」を活用すれば、自分の年金に関する情報を簡単に知ることができるのです。

国の年金記録テーマ

「ねんきんネット」とは？

国

●「ねんきんネット」では、次の確認ができます。

「ねんきんネット」でできることは？

まずは、「ねんきんネット」に登録してみよう！ 

「ねんきんネット」で
年金記録を確認してみましょう

ねんきんネットに関するお問い合わせ先

自分の最新の年金記録
　 これまでの年金記録にもれや誤りがないかチェックできます！

将来の年金見込額
　 さまざまな条件に応じた試算も可能です！

電子版「ねんきん定期便」の閲覧
　 毎年、誕生月に届く「ねんきん定期便」がいつでもチェックできます！

日本年金機構から郵送された各種通知書の確認
　 年金をうけ始めると、年金の支払いに関する通知書がチェックできます！

手帳に記載のある基礎年金番号をご確認ください。青色以外の
年金手帳をお持ちの方は、以下の書類でご確認ください。

「ねんきんネット」登録のながれ

・基礎年金番号通知書
・国民年金保険料の口座振替額通知書
・国民年金保険料の納付書、領収書
・平成 28 年度「ねんきん定期便」（H28.4～H29.3 送付分）

事前に基礎年金番号をチェック！

新規登録画面から次の
必要事項を入力してください。
・アクセスキー＊

・基礎年金番号
・氏名、生年月日、性別
・郵便番号、住所、電話番号
・メールアドレス等

ユーザIDが登録先のメールアドレス
に即時送られます。

日本年金機構にて本人確認を行い、
5日程度でユーザIDを郵送します。

＊アクセスキーの有無で入力内容が異なります。

＊ねんきん定期便などに記載されている17桁の番号。

ユーザID・
パスワードを
使用して、
ねんきんネットに
ログインできます。

アクセスキーがある場合

アクセスキーがない場合

LOGIN

詳細は で

●ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号

column

マイナポータルの「もっとつながる」機能を活用して、ねんきんネットにアクセスできるようにな
りました。これによって、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、ねんきんネッ
トのユーザ ID を取得していなくても、ねんきんネットにログインすることができます。

ますます便利に！　マイナポータルで年金情報に「もっとつながる」?! 

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日まではご利用いただけません。　

月曜日

火～金曜日

第2土曜日

午前8:30 ～午後7:00

午前8:30 ～午後5:15

午前9:30 ～午後4:00

【受付時間】
・050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1144（一般電話）
TEL： （ナビダイヤル）0570-058-555

そのほかにも、
さまざまなサービス

があります！

ねんきんネット 検 索

国の年金
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アクセスキーがない場合

LOGIN

詳細は で
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ねんきん塾 公的年金・企業年金・ライフプランに関する研修
企画、講演、執筆等で活躍中。社会保険労務士、
1級DCプランナー、1級ファイナンシャル・プラン
ニング技能士、社会保障審議会年金部会委員。

㈱ＴＩＭコンサルティング取締役

原 佳奈子さん
はら・かなこ

今回の
テーマ

4
月 

10
日
（
水
）

　毎月の給与は、時間外労働や手当の有無等により一定とは限りません。この一定
ではない給与をもとに保険料や年金額を算定するのでは、業務が煩雑になります。
そのため、毎月の報酬の目安となる標準報酬月額（賞与の場合は標準賞与額）を決
定します。その額に保険料率を掛けた額が保険料となり、給与または賞与から控除
されます。また、この標準報酬月額や標準賞与額から将来の年金の額を計算する平
均標準報酬額（平均標準報酬月額）が算定されます。

厚生年金保険料と厚生年金

ここが

ポイント

事例  Aさんの例 

それでは、次の事例を見ていきましょう。

●昭和34年４月10日生まれ、60歳退職（勤務期間19歳～60歳）
●厚生年金被保険者期間：492月（平成15年3月まで：300月、平成15年4月以後：192月）
●平均標準報酬月額 385,000円、平均標準報酬額 535,000円
●特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）は生年月日により64歳から支給となる

＊平均標準報酬月額に乗じる乗率は、原則1000分の7.125だが、昭和21年４月１日以前に生まれた者については、生年月日に応じて
1000分の7.230～1000分の9.500の乗率を乗じて計算する。また、平均標準報酬額に乗じる乗率は、原則1000分の5.481だが、
昭和21年４月１日以前に生まれた者については、生年月日に応じて1000分の5.562～ 1000分の7.308の乗率を乗じて計算する。

＜図表１＞ 厚生年金保険　標準報酬月額・保険料額表

標準報酬
月額

報酬月額 保険料（全額）
18.3%

保険料（折半額）
9.15%以上 未満

（単位：円）

等
級

605,000 ～

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

31

88,000

240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000

620,000

～ 101,000

230,000 ～ 250,000
250,000 ～ 270,000
270,000 ～ 290,000
290,000 ～ 310,000
310,000 ～ 330,000
330,000 ～ 350,000
350,000 ～ 370,000
370,000 ～ 395,000
395,000 ～ 425,000
425,000 ～ 455,000
455,000 ～ 485,000

 

8,052

21,960
23,790
25,620
27,450
29,280
31,110
32,940
34,770
37,515
40,260
43,005

56,730

16,104

43,920
47,580
51,240
54,900
58,560
62,220
65,880
69,540
75,030
80,520
86,010

113,460

（略）

（略）

＜図表2＞

（年金額は平成 31（2019）年度価格）

（本来水準）

●Aさんの64歳からの特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

385,000円 × 7.125/1000 × 300月 ＋ 535,000円 × 5.481/1000 × 192月 ≒ 1,385,946円

平成15年3月までの
被保険者期間の平均標準報酬月額

平成15年3月までの
被保険者期間の月数 × ①  ×

 ×

老齢厚生年金の額 ＝（ ① ＋ ② ）

1000
7.125

平成15年４月以後の
被保険者期間の平均標準報酬額

平成15年４月以後の
被保険者期間の月数 × ②

1000
5.481

＊

＊

国の年金

2. 平均標準報酬（月）額はこうして決まる

1. 厚生年金保険料はこうして決まる

3. 将来の年金（老齢厚生年金）は
　こうして決まる

　厚生年金保険料は標準報酬を１等級から31等級
に区分した標準報酬月額表にあてはめて算定します

（図表１）。標準報酬は基本給だけでなく通勤手当や
残業手当等も含んだ報酬によって決まります。
①資格取得時決定
　会社に入社した場合等、被保険者の資格を取得し
たときは、月給制の場合、資格取得日の報酬の額を
その期間の総日数で除した額の30倍に相当する額
を標準報酬月額として決定します。
②定時決定
　年に一度の標準報酬月額の見直しのことを定時決
定と言います。毎年７月１日に被保険者の４月、５月、
６月にうけた報酬の総額をその期間の月数で割った
額を報酬月額として、標準報酬月額を決定しその年
の9月から翌年８月まで使用します。ただし、報酬支
払いの基礎となる日数が17日＊未満の月は算定に含
まれません。
③随時改定
　資格取得時決定や定時決定により決定された標準
報酬月額は、その有効期間の途中で、昇給等により適
正な金額ではなくなることがあります。この場合、一定
の要件を満たすことにより、途中で標準報酬月額を変
更することができます。これを随時改定と言います。
　随時改定の対象となるのは、基本給や手当など固
定的賃金の変動です（残業代の変動などは対象外）。
また、継続した３ヵ月間のいずれの月についても報酬
支払いの基礎となる日数が17日＊以上でないと対象と
はならず、さらに、報酬の変動幅が２等級以上あるこ
とが必要です。

　このほか、育児休業等を終了した後に育児等を理由
に報酬が低下した場合、次の定時決定を待たず、また
随時改定に該当しない場合であっても低下後の報酬
に対応した標準報酬月額を変更する育児休業後の改
定や、産前産後休業を終了した後に同様の改定を行う
産前産後休業後の改定もあります。

　平均標準報酬月額は、原則として昭和32年10
月から平成15年３月までの厚生年金保険加入期間
中の各月の標準報酬月額の平均です。
　平均標準報酬額は、総報酬制導入後の平成15
年４月以後の各月の標準報酬月額と支給ごとの標
準賞与額（賞与額の1,000円未満の端数を切り捨
てた額。上限は150万円）の総額を、平成15年４
月以後の被保険者月数で割った額です。賞与等を
含めて報酬の平均額を算出する点が、平均標準報
酬月額との相違点です。
※平均標準報酬（月）額の計算では、各年の標準報酬に
賃金水準の変動を反映した再評価率を掛けて平均額を
算出しています。

＊１週間または１ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者
の４分の３未満である短時間労働者については11日。

　報酬比例部分の年金額は、図表２のように計算
されます。したがって、標準報酬月額や標準賞与額
が高く、保険料負担が多いほど、また、被保険者
期間が長ければ長いほど将来うける老齢年金の額
も高くなります。
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かわいらしい春の果実がより育てやすく
　石器時代から野生種が食用とされていたと言われるイチゴ。春の果実のなかでもか
わいらしさはナンバーワンです。寒さに強く丈夫で、最近は専用の用土や肥料なども市
販されるようになり、家庭でより育てやすくなりました。
　晩秋から出回る苗を購入して栽培をするか、春に見られる果実付きの鉢植えからス
タートするのが一般的。果実が土で汚れないよう、背丈の高い鉢などを利用します。
完熟の甘いイチゴの収穫は楽しい日課になることでしょう。

受粉は自家受粉ですが、結実を促
進するにはおしべ、めしべを筆な
どで軽く払い人工的に受粉を。

北アメリカを原産とし、日本には江戸時代の終わりにオランダより渡来したと言われます。鉢植えの場合は５～７号ぐらいのサイズで。赤
玉土に３割程度腐葉土を混ぜたものか、イチゴの培養土を使います。ベランダのほか、日当たりのよい窓辺でも栽培可能です。

指導：濱田恵理子
撮影：松尾　成治

イチゴ（バラ科オランダイチゴ属／宿根草）




