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予  算  総  則
（単位：千円）

事　　項 2019（平成31）年度推計額

１．収入及び支出額

(１)－①厚生年金基金基本年金経理

　　　収　　　　入 600,291,000 

　　　支　　　　出 859,882,000 

(１)－②厚生年金基金加算年金経理

　　　収　　　　入 18,907,000 

　　　支　　　　出 5,842,000 

(１)－③確定給付企業年金経理

　　　収　　　　入 17,014,000 

　　　支　　　　出 6,224,000 

(２)業務経理

△ 5,485 

　　　収　　　　入 8,038,377 

　　　支　　　　出 8,043,862 

(３)共済経理　共済会計

　　　収　　　　入 8,078 

　　　支　　　　出 17,268 

(４)共済経理　退職年金会計

　　　収　　　　入 43,123 

　　　支　　　　出 71,801 

(５)共同運用経理　共同運用事業会計

　　　収　　　　入 5,280,062 

　　　支　　　　出 10,439 

(６)継続投資教育事業経理　継続投資教育事業会計

　　　収　　　　入 1,850 

　　　支　　　　出 1,802 

２．限度額

(１)業務経理(事務費) 7,549,784 

(２)繰入金

厚生年金基金基本年金経理から 2,330,390 

　業務経理

　継続投資教育事業経理から業務経理 800 

　＊：繰越剰余金を充てる。

*
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厚生年金基金基本年金経理

　 (単位:百万円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
857,541 600,132

給付費 839,516 負担金 230,540
年金給付費 838,100 政府負担金 18,828
一時金給付費 1,416 給付現価負担金 211,712

移換金 48 運用収益 369,592
移換金 48 信託資産に係る当期運用収益 284,243

離婚分割移換金 1,129 投資資産に係る当期運用収益 85,349
離婚分割移換金 1,129

運用報酬等 16,210
固有の信託報酬 1,666
投資顧問料 14,544

コンサルティング料 101
運用コンサルティング料 53
年金財政コンサルティング料 48

機械処理経費等 537
機械処理経費等 537

2,341 159
特別支出 11 特別収入 159

収益計上超過額 2 費用計上超過額 159
不納欠損 9

繰入金 2,330
業務経理へ繰入 2,330

0 264,998
責任準備金減少額 264,998

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）減少額 24,361
最低責任準備金減少額 240,637

5,407 0
当年度剰余金 5,407

当年度剰余金 5,407
865,289 865,289

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
10,894,072 523,439

流動資産 435,204 流動負債 8,713
預貯金 419,134 未払運用報酬等 8,105
未収政府負担金 15,577 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 36
未収返納金 492 未払繰入金 402
立替金 1 未払機械処理経費等 161

固定資産 10,458,868 預り金 9
信託資産 6,645,829 支払備金 514,726
投資 3,813,039 未払給付費 514,724

未払移換金 2
0 9,234,072
責任準備金 9,234,072

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 2,187,727
最低責任準備金 7,046,345

0 1,136,561
基本金 1,136,561

別途積立金 1,131,154
当年度剰余金 5,407

10,894,072 10,894,072

[１．経常収支] [１．経常収支]

[２．特別収支] [２．特別収支]

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

[３．負債の変動] [３．負債の変動]

[４．基本金及び総合計] [４．基本金及び総合計]

計 計

計 計

資      産      勘      定 負      債      勘      定

［１．純資産］ ［１．純資産］

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

［２．負債］ ［２．負債］

［３．基本金］ ［３．基本金］
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厚生年金基金加算年金経理

　 (単位:百万円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
5,839 18,906

給付費 5,765 受換金 14,063
年金給付費 4,548 受換金 14,063
一時金給付費 1,217 運用収益 4,843

移換金 52 信託資産に係る当期運用収益 4,843
移換金 52

運用報酬等 20
固有の信託報酬 20

コンサルティング料 1
年金財政コンサルティング料 1

機械処理経費等 1
機械処理経費等 1

3 1
特別支出 3 特別収入 1

収益計上超過額 3 費用計上超過額 1
12,182 0

責任準備金増加額 12,182
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）増加額 12,182

883 0
当年度剰余金 883

当年度剰余金 883
18,907 18,907

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
213,299 1,718

流動資産 4,092 流動負債 23
預貯金 3,324 未払運用報酬等 10
未収受換金 766 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 1
未収返納金 1 預り金 12
立替金 1 支払備金 1,695

固定資産 209,207 未払給付費 1,694
信託資産 209,207 未払移換金 1

0 204,026
責任準備金 204,026

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 204,026
0 7,555
基本金 7,555

別途積立金 6,672
当年度剰余金 883

213,299 計 213,299

[４．基本金及び総合計]

計 計

[１．経常収支] [１．経常収支]

[２．特別収支] [２．特別収支]

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定

［１．純資産］ ［１．純資産］

[３．負債の変動] [３．負債の変動]

[４．基本金及び総合計]

負      債      勘      定

［２．負債］ ［２．負債］

［３．基本金］ ［３．基本金］

計
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確定給付企業年金経理

　 (単位:百万円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
6,223 17,013

給付費 5,706 受換金 12,191
年金給付費 5,002 受換金 12,191
一時金給付費 704 運用収益 4,822

移換金 495 信託資産に係る当期運用収益 4,822
移換金 495

運用報酬等 20
固有の信託報酬 20

コンサルティング料 1
年金財政コンサルティング料 1

機械処理経費等 1
機械処理経費等 1

1 1
特別支出 1 特別収入 1

収益計上超過額 1 費用計上超過額 1
9,734 0

責任準備金増加額 9,734
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）増加額 9,734

1,056 0
当年度剰余金 1,056

当年度剰余金 1,056
17,014 17,014

(単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
209,639 1,502

流動資産 2,455 流動負債 14
預貯金 1,811 未払運用報酬等 10
未収受換金 642 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 1
未収返納金 1 預り金 3
立替金 1 支払備金 1,488

固定資産 207,184 未払給付費 1,447
信託資産 207,184 未払移換金 41

［２．負債］ 189,461
0 責任準備金 189,461

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 189,461
［３．基本金］ 18,676

0 基本金 18,676
別途積立金 17,620
当年度剰余金 1,056

209,639 計 209,639

[４．基本金及び総合計] [４．基本金及び総合計]

計

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

[１．経常収支] [１．経常収支]

[２．特別収支] [２．特別収支]

[３．負債の変動] [３．負債の変動]

［１．純資産］

計

負      債      勘      定

［２．負債］

［３．基本金］

計

［１．純資産］

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定

5



業務経理

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
事務費 6,333,392 会費収入 289,530

役職員給与 689,427 会費収入 289,530
役職員諸手当 536,988 事務費収入 429,073
退職手当 18,610 事務費収入 429,073
旅費 41,924 情報収集等業務収入 28,017
業務諸費 5,045,708 情報収集等業務収入 28,017
会議費 735 事業収入 272,149

評議員会費 3,584 事業収入 272,149
評議員手当 1,258 運用収益 21,329
評議員旅費 2,133 運用収益 21,329
評議員会諸費 178 受入金 2,331,190
評議員会会議費 15 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 2,330,390

運用報酬等 387 継続投資教育事業経理からの受入金 800
固有の信託報酬 387 雑収入 3,146

繰入金 450,684 受取利息及び配当収入 282
基本金へ繰入 450,684 雑入 2,864

引当費 105,768 戻入金 4,663,943
減価償却引当費 34,402 退職手当引当金戻入金 18,610
退職手当引当費 71,366 基本金戻入 4,645,333

雑支出 1,110,661 不足金 5,485
雑支出 1,110,661 当年度不足金 5,485

交付金 30,781
交付金 30,781

移換事務費 8,605
移換事務費 8,605

計 8,043,862 計 8,043,862

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 8,857,325 流動負債 601,547

預貯金 5,645,163 預り金 5,568
金銭の信託 2,743,619 職員預り金 19,979
未収事務費 35,756 リース債務 23,465

 未収情報収集等業務収入 11,614 未払金 551,431
未収金 18,817 未払移換事務費 717
未収受入金 402,356 未払運用報酬額 387

固定資産 329,987 固定負債 5,675
建物 153,581 長期リース債務 5,675
器具及び備品 66,525 引当金 1,109,941
リース資産 29,140 退職手当引当金 1,109,941
権利金敷金 80,741 基本金 7,470,149

基本金 6,887,201
繰越剰余金 588,433
当年度剰余金 △ 5,485

計 9,187,312 計 9,187,312

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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共済経理　共済会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
共済給付費 16,080 共済掛金収入 8,078

共済給付費 16,080 共済掛金収入 8,078
事務費 1,188 戻入金 9,190

旅費 293 給付費準備金戻入 9,190
業務諸費 893
会議費 2

計 17,268 計 17,268

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 133,087 流動負債 237

預貯金 133,087 未払金 237
給付費準備金 132,850

給付費準備金 132,850
計 133,087 計 133,087

共済経理　退職年金会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
退職年金給付費 65,062 掛金収入 21,570

退職年金給付費 65,062 退職年金掛金収入 21,570
業務委託費 6,739 運用収益 21,553

業務委託費 6,739 信託資産に係る当期運用収益 21,553
責任準備金減少額 8,328

責任準備金減少額 8,328
不足金 20,350

当年度不足金 20,350
計 71,801 計 71,801

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 1,276,796 流動負債 7,635

信託資産 1,276,796 未払退職年金給付費 7,365
責任準備金 1,017,942

責任準備金 1,017,942
基本金 251,219

繰越剰余金 271,569
当年度剰余金 △ 20,350

計 1,276,796 計 1,276,796

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）
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共同運用経理　共同運用事業会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額
運用報酬等 10,439 拠出金 5,000,000

固有の信託報酬 10,439 共同運用事業拠出金 5,000,000
共同運用事業準備金増加額 5,269,623 運用収益 280,062

共同運用事業準備金増加額 5,269,623 信託資産に係る当期運用収益 280,062
計 5,280,062 計 5,280,062

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 14,252,802 共同運用事業準備金 14,252,802

信託資産 14,252,802 共同運用事業準備金 14,252,802

計 14,252,802 計 14,252,802

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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継続投資教育事業経理　継続投資教育事業会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

事務費 1,002 事業収入 1,850

旅費 410 事業収入 1,850

業務諸費 592

繰入金 800

業務経理へ繰入 800

剰余金 48

当年度剰余金 48

計 1,850 計 1,850

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 1,932 基本金 1,932

預貯金 1,932 繰越剰余金 1,884
当年度剰余金 48

計 1,932 計 1,932

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

9



 

 

 

 

平成 31（2019）年度 

 

企業年金連合会予算 

 

 

〔参考資料〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



業務経理　一般管理会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

事務費 707,512 受入金 804,828

役職員給与 77,616 中脱業務会計からの受入金 692,259

役職員諸手当 53,411 事業会計からの受入金 72,485

退職手当 18,610 代行返上事務処理会計からの受入金 40,084

旅費 1,078 雑収入 2,864

業務諸費 556,693 雑入 2,864

会議費 104 戻入金 51,903

評議員会費 3,584 退職手当引当金戻入金 18,610

評議員手当 1,258 基本金戻入 33,293

評議員旅費 2,133

評議員会諸費 178

評議員会会議費 15

引当費 86,541

減価償却引当費 15,175

退職手当引当費 71,366

雑支出 61,958

雑支出 61,958

計 859,595 計 859,595

　 (単位:千円）
資　　　産　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 1,718,947 流動負債 130,571

預貯金 1,718,939 預り金 134

未収金 8 職員預り金 1,994

固定資産 257,712 リース債務 15,450

建物 151,281 未払金 112,993

器具及び備品 9,755 固定負債 485

リース資産 15,935 長期リース債務 485

権利金敷金 80,741 引当金 1,109,941

退職手当引当金 1,109,941

基本金 735,662

基本金 735,662

計 1,976,659 計 1,976,659

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

負      債      勘      定
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業務経理　中脱業務会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

事務費 5,201,479 事務費収入 429,073

役職員給与 525,961 事務費収入 429,073

役職員諸手当 407,288 情報収集等業務収入 28,017

旅費 35,194 情報収集等業務収入 28,017

業務諸費 4,232,885 事業収入 213

会議費 151 事業収入 213

運用報酬等 387 運用収益 21,329

固有の信託報酬 387 運用収益 21,329

繰入金 1,142,943 受入金 2,330,390

一般管理会計へ繰入 692,259 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 2,330,390

基本金へ繰入 450,684 雑収入 282

引当費 19,227 受取利息及び配当収入 282

減価償却引当費 19,227 戻入金 4,612,040

雑支出 1,048,703 基本金戻入 4,612,040

雑支出 1,048,703

移換事務費 8,605

移換事務費 8,605

計 7,421,344 計 7,421,344

　 (単位:千円）
資　　　産　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 6,481,912 流動負債 397,458

預貯金 3,288,567 預り金 256

未収事務費 35,756 職員預り金 14,828

 未収情報収集等業務収入 11,614 未払移換事務費 717

未収受入金 402,356 リース債務 8,015

金銭の信託 2,743,619 未払金 373,255

固定資産 72,275 未払運用報酬 387

建物 2,300 固定負債 5,190

器具及び備品 56,770 長期リース債務 5,190

リース資産 13,205 基本金 6,151,539

基本金 6,151,539

計 6,554,187 計 6,554,187

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

負      債      勘      定
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業務経理　事業会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

事務費 215,865 会費収入 289,530

役職員給与 64,700 会費収入 289,530

役職員諸手当 53,345 事業収入 46,229

旅費 5,652 事業収入 46,229

業務諸費 91,688 受入金 800

会議費 480 継続投資教育事業経理からの受入金 800

交付金 30,781

交付金 30,781

繰入金 72,485

一般管理会計へ繰入 72,485

剰余金 17,428

当年度剰余金 17,428

計 336,559 計 336,559

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 548,606 流動負債 17,914

預貯金 548,606 預り金 5,178

職員預り金 2,173

未払金 10,563

基本金 530,692

繰越剰余金 513,264

当年度剰余金 17,428

計 548,606 計 548,606

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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業務経理　代行返上事務処理会計

　 (単位:千円）
費　　　用　　　勘　　　定 収　　　益　　　勘　　　定

科　　目 推計額 科　　目 推計額

事務費 208,536 事業収入 225,707

役職員給与 21,150 事業収入 225,707

役職員諸手当 22,944 不足金 22,913

業務諸費 164,442 当年度不足金 22,193

繰入金 40,084

一般管理会計へ繰入 40,084

計 248,620 計 248,620

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 107,860 流動負債 55,604

預貯金 89,051 職員預り金 984

未収金 18,809 未払金 54,620

基本金 52,256

繰越剰余金 75,169

当年度剰余金 △ 22,913

計 107,860 計 107,860

予定損益計算書
(自 ２０１９（平成３１）年４月１日  至 ２０２０（平成３２）年３月３１日）

予定貸借対照表
(２０２０年（平成３２）３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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