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資産勘定 25億 5,092 万円

固定資産 22億 7,663 万円

流動資産 2億 7,429 万円

負債勘定 25億 5,092 万円

責任準備金 23億 8,089 万円

支払備金 2,888 万円

別途積立金 ･当年度剰余金 1億 4,115 万円

平成 29 年度

給付費（1億7,549万円）
年金や一時金を給付した額。

掛金等収入（2億553万円）
会社からの掛金。

運用報酬等（801万円）
運用機関に支払った運用手数料。

運用収益（9,117万円）
年金資産を運用機関で運用して
得た収益。

業務委託費（2,212万円）
総幹事銀行に委託している年金の
支払いなどの業務の委託手数料。

特別収入（137万円）
解散した全中国電気工事業厚生
年金基金から移換された額。

当年度剰余金（5,859万円）

責任準備金増加額
（3,386万円）
将来の年金や一時金給付に備えて
現時点で保有すべき積立計画上の
必要額の増加額。

費 用
2 億 9,807 万円

収 益
2 億 9,807 万円

基金決算のお知らせ

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。

7月23日に開催されました第5回代議員会において、当基金の平成29年度の決算および財政検証結果が承認さ
れましたので、その概要をお知らせいたします。

年金経理

基金の主な収入源である掛金、支出である年金・一時金の支払いのほか、年金資
産の運用損益などの1年間の収支を明らかにしています。

年度末において、実際に保有する年金資産と、将来の年金給付のために積み立
てておくべき資産（責任準備金）を比較し、基金財政が健全に推移しているかを
チェックします。

1年間の収支状況
（損益計算書）

資産と負債のバランス
（賃借対照表）

（平成29年4月1日〜平成30年3月31日） 

（平成30年3月31日現在） 

※当基金が委託している総幹事銀行・運用機関はりそな銀行です。

■ 純資産：（固定資産 + 流動資産）ー（支払備金）　　■ 負債　　■ 基本金
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流動負債
（114万円）

基本金
（2,658万円）

純資産額
責任準備金

純資産額
最低積立基準額

費 用
3,211 万円

負債勘定
2,772 万円

収 益
3,211 万円

資産勘定
2,772 万円

=1.05＞ 1.0

=1.19＞ 1.0

（基準値）

（基準値）

【損益計算書】 【賃借対照表】

事務費（1,670万円）
業務運営に要した費用。

掛金収入（3,211万円）
会社からの掛金。

流動資産（2,730万円）
固定資産（42万円）

代議員会費（17万円）
代議員会に要した費用。

繰入金（42万円）
基本金へ繰り入れた額。

雑支出（20万円）
当年度剰余金

（1,462万円）

●積立比率

●積立比率

純資産額+許容繰越不足金
責任準備金

=1.20＞ 1.0
（基準値）

●再計算の要否判定比率

基金では、加入者・受給（権）者の皆さまの受給権保護のために、決算期ごとに年金資産の積立状況を2つの基準（継続基準・
非継続基準）で検証しています。検証の結果、基準値をクリアしていない場合は、積立計算の見直しが必要になります。

純資産額が責任準備金を上回り、基準値（1.0）を満たしていますので、
掛金の見直し（再計算）は必要ありません。

最低積立基準額に対する純資産額の割合が基準値（1.0）を上回り、基準
値を満たしていますので、追加の掛金設定を行う必要はありません。

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、各種費用の経費削減に努めました。業務会計

（平成29年4月1日〜平成30年3月31日） （平成30年3月31日現在） 

年金経理の財政検証結果

1

2

継 続 基 準

検証結果

検証結果

非 継 続 基 準

純資産額
25億2,204万円

純資産額
25億2,204万円

許容繰越不足金
3億5,713万円

純資産額
25億2,204万円

責任準備金
23億8,089万円

責任準備金
23億8,089万円

最低積立基準額
21億1,333万円

※ 責任準備金 ……… 将来の年金給付に備えて現時点で保有しておくべき年金資産。
※ 最低積立基準額 … 現時点で基金が解散したと仮定した場合に、受給（権）者の加入期間に見合った給付をまかなうために必要な年金資産。

業務経理

今後とも制度が継続していくという観点（継続基準）で、積立金の額が責任準備金に対して
十分であるかどうかを検証するものです。

制度を終了した場合に加入者や受給者の受給権が確保されているかという観点（非継続基
準）で、積立金の額が最低積立基準額に対して十分であるかどうかを検証するものです。
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※総合収益…………実際に得られた収益に時価を反映した収益。
※修正総合利回り…運用結果として得られた収益率に時価の変動分を加味した利回り。

当基金の資産運用結果のお知らせ
●平成29年度●

平成29年度における当基金の年金資産運用の利回りは4.21％となりました。今後も市場の動向を注視し
つつ、適切なリスク管理のもと、安全かつ効率的な運用と収益の確保に努めてまいります。

当基金の資産運用委員会の活動報告

平成29年度 委託先運用結果

政策的資産構成割合（政策アセットミックス）（別紙1）

平成29年度末 資産構成割合 各投資先に資産を配分して、リスク分散を考慮しながら運用しています。 

（平成29年4月1日〜平成30年3月31日） 

（平成30年7月23日） 

【主な議題内容】
1. 平成30年度運用方針について
  ●　 「年金資産の運用に関する基本方針」について
  ●　 政策的資産構成割合（政策アセットミックス）の決定について
  ●　 当面する運用戦略について
2. 資産運用結果について
3. 今後の投資環境見通しについて　　　　　　　　　　　　　

当基金では、「年金資産の運用に関する基本方針」の策定、
運用受託機関の選任や評価等について検討する資産運用委
員会を設置しています。

平成30年6月11日、資産運用委員会を開催し、次の議
題等について決定しました。

運用の基本方針（概要）

委託先 期末資産額 シェア 総合収益 修正総合利回り
りそな銀行 22億7,663万円 100% 9,117万円 4.21%

合計 22億7,663万円 100% 9,117万円 4.21%

資産分類 政策資産構成割合（％） 乖離許容幅（％）
国内債券 50 41〜59
国内株式 14 5〜23
外国債券 7 0〜16
外国株式 14 5〜23

生命保険（一般勘定） ー ー
短期資産 3 0〜20

その他資産 12 7〜17
（うちマルチプロダクト） （12） （7〜17）

合　計 100％ ー

国内債券
（14億1,522万円）

62.2％

国内株式
（3億3,659万円）

14.8％

外国債券
（1億3,990万円）

6.1％

短期資産
（5,250万円）

2.3％

外国株式
（3億3,242万円）

14.6％

運用目的
　西日本電気工事企業年金基金（以下「当基金」という。）は、当基金の企業年金規約に規定した年金たる給付および一
時金たる給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる総合収益を中期的な下振れリスクなどに留意し
つつ、長期的に確保することを運用目的とする。

運用目標
　年金財政上の予定利率、運用資産ごとに市場における収益率（以下「ベンチマーク」という。）、および運用資産ごと
のベンチマークを資産構成割合に応じて組み合わせた収益率（以下「複合ベンチマーク」という。）を長期的に上回るこ
とを運用目標とする。

資産構成

　基本となる投資対象資産の期待リターン、リスク、相関係数を考慮したうえで、基準となる政策的資産構成割合（以
下「政策アセットミックス」という。）を（別紙1）の通り定める。
　この政策アセットミックスは、当基金の企業年金制度の成熟度および財政状況等を勘案し、中長期的な分散投資
の観点から安全かつ効率的なものとなるように策定する。策定に当たっては、内外の経済動向を考慮しなければなら
ない。
　オルタナティブ投資（株式や債券等の伝統的な資産以外への投資、またはデリバティブ等伝統的投資手法以外の手
法を用いる投資）を行う場合は、別途定める「オルタナティブ投資に係る規程」に基づくものとする。
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転ばぬ先のライフプラン

……

……

この『今日から始める！ライフプラン』という本を読んでたんですが、
収入約20.8万円に対して支出は約26.9万円
なんと約6.1万円も足りないというんですよ！＊１

将来、国の年金の所得代替率＊２は
およそ５割になると言われているわね

でも私たちには企業年金がありますよ！

なんと
　なんと！およよよよ

とにかく大事なことは
将来の収入や支出を
事前に把握して
おくことです

仕事だって事前に
しっかり準備を
しておけばあわてる
こともなくなるわよ

面目ないです

後日ー

　…まあ慣れるまでは
あたたかい目で見守りましょう

　そうすれば今から
　不足分をしっかり
準備していくことが
できますよね

企業年金のある会社で働く
私たちは将来国の年金に
上乗せした給付が
うけられるんです

企業年金には
私たちの老後の
所得を
補完する役割も
あるんだよ

ありがたやー！

彼は
なかなかの
あわてんぼう
みたいだね…

   まあ
  慣れるまでは
 あたたかい目で
見守りましょう…

皆さん大変です！

  そうだね。そして少子高齢化が進んでいくなか制度の
 持続可能性や将来世代の給付水準の確保のために国の
年金は今後もスリム化されていく方向になっているよ

あわわわわ

＊１　総務省「家計調査年報（家計収支編）平成28年」高齢夫婦無職世帯家計収支より。
＊２　うけとり始める時点の年金額と、現役世代の平均所得とを比較した割合を示すもの。
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企業ねんきん基金だより　No.5　　　平成30 年9月20 日発行
〒530-0047　大阪市北区西天満 6-8-7 電子会館 304 号室　☎（06）6313-4931西日本電気工事企業年金基金

●当・基・金・の・現・況●	 （平成30年7月31日現在）

設立事業所数
192 社 時価 2,684 百万円

年金資産額（時価）
加入者数

2,458 人
578 人
3,036 人

男子
女子
合計

年金受給者数等
・年　金　　1,341 人
・一時金　　　　67人
　（平成 30年 4月〜）

平成 29 年度　当基金の業務概況
① 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計

老齢給付金

脱退一時金

◆ 受給資格 ◆
◆ 加入者数 ◆
◆ 受給権者数 ◆

◆ 受給資格 ◆

◆ 受給資格 ◆

◆ 標準的な給付設計 ◆

◆ 標準的な給付設計 ◆

◆ 標準的な給付設計 ◆

加入者期間 10 年以上かつ 60 歳以上の資格喪失者

標準掛金を毎月翌月末までに納付をしています。

2,997

加入者期間 3 年以上で資格喪失

年齢（歳） 勤続期間（年） 金額（千円）
一時金 32 10 616

年金 なし
一時金 脱退一時金に準じた額

標 準 掛 金： 毎月末日現在における加入者標準給与月額合計額×1.6％
特 別 掛 金： 設定しておりません。
リスク対応掛金： 設定しておりません。
特 例 掛 金： 設定しておりません。

年金 なし
一時金 加入者期間3年以上で死亡、または、老齢給付金受給者の死亡。

当基金の給付の額の算定の基礎となる基準給与は、加入者の毎年 10月1日現在の厚生年金保険法による標準報酬月額（日
本年金機構で決定された報酬）を届出いただき、本年 10月から翌年の 9月まで基準給与として適用することとしています。
なお、事務の詳細・要領など、近日中にお知らせすることとしておりますが、事務内容は昨年と同様で大きな変更点は

ございません。
○事前準備として
日本年金機構から送付された、定時決定（算定基礎届）の決定通知書、6月以降の資格取得者の決定通知書、7月以降の
随時改定（月額変更）の決定通知書などご準備いただき、各加入者の 10月に適用される標準報酬月額を把握しておく。

○事務のスケジュール
ア　9月末までに事務のご案内と 8月末現在の貴事業所の加入者を記載した届書のベースを送付します。
イ　アの案内到着後、届書の作成。
ウ　10月中旬までに基金へ届出。

○掛金への反映は
　　10月分掛金（11月末納期分）からとなります。

・解散した大阪府電気工事厚生年金基金の清算業務がほぼ完了したことに伴い、解散基金から当基金へ移行された方々の　
残余財産分配金額が確定し当基金に交付されました。
　加入者の皆様への個々の交付額のお知らせは 9月末ごろ事業所様あてまとめて送付する予定としています。
・大阪府水道工事業厚生年金基金（解散認可済）実施事業所様のうち、10社の事業所様が、平成30年9月1日付け、当　　　　　　　　　　
基金へ加入されました。（平成30年8月9日付け厚生労働大臣認可）
　ご加入いただき誠にありがとうございます。

基金の基準給与改定事務について

※年金：支給期間20年の場合の1年間年金額

◆ 掛金納付額 ◆

◆ 納付時期 ◆

年齢（歳） 勤続期間（年） 金額（千円）
年金 60 38 169

一時金 60 38 2,921

（平成30年3月31日現在） 

（平成29年4月1日〜平成30年3月31日） 

（平成29年4月1日〜平成30年3月31日） 

人
1,349

248
1,597

人
人
人

受給者
待期者
合　計

188,563,744
0
0
0

188,563,744

円
円
円
円
円

標準掛金
特別掛金
リスク対応掛金
特例掛金
合 計

100,661
39,752
23,750
10,385

174,548

1,349
47

107
28

1,531

千円
千円
千円
千円
千円

件
件
件
件
件

老齢給付金（年金）
老齢給付金（一時金）
脱退一時金
遺族給付金
合　　　計

② 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数

③ 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況

④ 掛金の額、納付時期その他掛金の給付の概況

遺族給付金

お知らせ




