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予  算  総  則
（単位：千円）

事　　項 令和2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 577,315,000 

　　　支　　　　出 878,297,000 

(１)－②厚生年金基金加算年金経理

　　　収　　　　入 7,599,000 

　　　支　　　　出 8,201,000 

(１)－③確定給付企業年金経理

　　　収　　　　入 20,979,000 

　　　支　　　　出 5,955,000 

(２)業務経理

△ 34,410 

　　　収　　　　入 12,705,131 

　　　支　　　　出 12,739,541 

(３)共済経理　共済会計

　　　収　　　　入 7,841 

　　　支　　　　出 8,836 

(４)共済経理　退職年金会計 △ 14,812 

　　　収　　　　入 43,440 

　　　支　　　　出 47,200 

(５)共同運用経理　共同運用事業会計

　　　収　　　　入 5,348,530 

　　　支　　　　出 12,833 

(６)継続投資教育事業経理　継続投資教育事業会計 △ 1,512 

　　　収　　　　入 31,300 

　　　支　　　　出 32,812 

２．限度額

(１)業務経理(事務費) 7,457,888 

(２)繰入金

厚生年金基金基本年金経理から業務経理 11,754,169 

　継続投資教育事業経理から業務経理 900 

　業務経理から継続投資教育事業経理 29,578 

　＊：繰越剰余金を充てる。

**

*

*

2



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
866,519 577,155

給付費 849,454 負担金 331,345
年金給付費 848,552 政府負担金 17,482
一時金給付費 902 給付現価負担金 313,863

移換金 182 運用収益 245,810
移換金 182 信託資産に係る当期運用収益 181,692

離婚分割移換金 1,094 投資資産に係る当期運用収益 64,118
離婚分割移換金 1,094

運用報酬等 15,151
固有の信託報酬 1,693
投資顧問料 13,458

コンサルティング料 117
運用コンサルティング料 63
年金財政コンサルティング料 54

機械処理経費等 521
機械処理経費等 521

11,778 160
特別支出 24 特別収入 160

収益計上超過額 1 費用計上超過額 160
不納欠損 23

繰入金 11,754
業務経理へ繰入 11,754

16,705 326,568
責任準備金増加額 16,705 責任準備金減少額 326,568

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）増加額 16,705 最低責任準備金減少額 326,568
8,881 0

当年度剰余金 8,881
当年度剰余金 8,881

903,883 903,883

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
10,721,410 587,330

流動資産 184,358 流動負債 8,173
預貯金 174,862 未払運用報酬等 7,576
未収政府負担金 8,941 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 35
未収返納金 554 未払繰入金 393
立替金 1 未払機械処理経費等 162

固定資産 10,537,052 預り金 7
信託資産 6,212,464 支払備金 579,157
投資 4,324,588 未払給付費 579,144

未払移換金 13
0 8,656,623
責任準備金 8,656,623

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 2,262,409
最低責任準備金 6,394,214

0 1,477,457
基本金 1,477,457

別途積立金 1,468,576
当年度剰余金 8,881

10,721,410 10,721,410

[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　令和２年４月１日  至 令和３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
(令和３年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
8,190 7,598

給付費 8,112 受換金 2,174
年金給付費 6,689 受換金 2,174
一時金給付費 1,423 運用収益 5,424

移換金 54 信託資産に係る当期運用収益 5,424
移換金 54

運用報酬等 22
固有の信託報酬 22

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

11 1
特別支出 11 特別収入 1

収益計上超過額 11 費用計上超過額 1
0 2,057
責任準備金減少額 2,057

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）減少額 2,057
1,455 0

当年度剰余金 1,455
当年度剰余金 1,455

9,656 9,656

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
223,795 2,651

流動資産 2,475 流動負債 28
預貯金 2,359 未払運用報酬等 11
未収受換金 114 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 1
未収返納金 1 未払機械処理経費等 1
立替金 1 預り金 15

固定資産 221,320 支払備金 2,623
信託資産 221,320 未払給付費 2,618

未払移換金 5
0 204,334
責任準備金 204,334

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 204,334
0 16,810
基本金 16,810

別途積立金 15,355
当年度剰余金 1,455

223,795 計 223,795

[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　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年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
5,954 20,978

給付費 5,635 受換金 15,398
年金給付費 5,112 受換金 15,398
一時金給付費 523 運用収益 5,580

移換金 295 信託資産に係る当期運用収益 5,580
移換金 295

運用報酬等 22
固有の信託報酬 22

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
13,469 0

責任準備金増加額 13,469
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）増加額 13,469

1,555 0
当年度剰余金 1,555

当年度剰余金 1,555
20,979 20,979

(単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
237,100 1,370

流動資産 1,563 流動負債 21
預貯金 465 未払運用報酬等 11
未収受換金 1,096 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 1
未収返納金 1 未払機械処理経費等 1
立替金 1 預り金 8

固定資産 235,537 支払備金 1,349
信託資産 235,537 未払給付費 1,329

未払移換金 20
0 ［２．負債］ 207,214

責任準備金 207,214
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 207,214

0 28,516
基本金 28,516

別途積立金 26,961
当年度剰余金 1,555

237,100 計 237,100

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３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]

［１．純資産］

計

負      債      勘      定

［２．負債］

［３．基本金］

[４．基本金及び総合計] [４．基本金及び総合計]

計

[３．負債の変動]

計

［１．純資産］

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定

［３．基本金］
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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 7,264,259 会費収入 298,224

役職員給与 700,167 会費収入 298,224
役職員諸手当 553,618 事務費収入 190,843
退職手当 35,043 事務費収入 190,843
旅費 52,552 情報収集等業務収入 28,413
業務諸費 5,922,061 情報収集等業務収入 28,413
会議費 818 事業収入 214,483

選挙費 154 事業収入 214,483
選挙事務諸費 154 運用収益 7,394

評議員会費 2,212 運用収益 7,394
評議員手当 839 受入金 11,755,069
評議員旅費 1,264 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 11,754,169
評議員会諸費 99 継続投資教育事業経理からの受入金 900
評議員会会議費 10 雑収入 3,609

運用報酬等 321 受取利息及び配当収入 361
固有の信託報酬 321 雑入 3,248

繰入金 5,269,541 戻入金 207,096
継続投資教育事業経理へ繰入 29,578 退職手当引当金戻入金 31,733
私的年金制度普及事業積立金へ繰入 5,011,104 基本金戻入 6,684
基本金へ繰入 30,261 事務費積立金戻入 168,679
事務費積立金へ繰入 198,598 不足金 34,410

引当費 108,211 当年度不足金 34,410
減価償却引当費 37,649
退職手当引当費 70,562

雑支出 59,588
雑支出 59,588

交付金 30,852
交付金 30,852

移換事務費 4,403
移換事務費 4,403

計 12,739,541 計 12,739,541

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 13,857,656 流動負債 601,395

預貯金 11,246,289 預り金 4,514
金銭の信託 2,174,670 職員預り金 18,931
未収事務費 15,904 リース債務 13,610

 未収情報収集等業務収入 13,591 未払金 563,652
未収金 14,280 未払移換事務費 367
未収受入金 392,922 未払運用報酬 321

固定資産 332,138 固定負債 22,430
建物 144,450 長期リース債務 22,430
器具及び備品 70,907 引当金 1,056,912
リース資産 36,040 退職手当引当金 1,056,912
権利金敷金 80,741 基本金 12,509,057

基本金 884,238
事務費積立金 5,999,124
私的年金制度普及事業積立金 5,011,104
繰越剰余金 649,001
当年度剰余金 △ 34,410

計 14,189,794 計 14,189,794

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年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 7,830 共済掛金収入 7,841

共済給付費 7,830 共済掛金収入 7,841
事務費 1,006 戻入金 995

旅費 293 給付費準備金戻入 995
業務諸費 711
会議費 2

計 8,836 計 8,836

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 148,758 流動負債 176

預貯金 148,758 未払金 176
給付費準備金 148,582

給付費準備金 148,582
計 148,758 計 148,758

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 40,396 掛金収入 22,159

退職年金給付費 40,396 退職年金掛金収入 22,159
業務委託費 6,804 運用収益 21,281

業務委託費 6,804 信託資産に係る当期運用収益 21,281
責任準備金増加額 11,052 不足金 14,812

責任準備金増加額 11,052 当年度不足金 14,812
計 58,252 計 58,252

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 1,280,730 流動負債 6,793

信託資産 1,280,730 未払退職年金給付費 6,793
責任準備金 1,208,795

責任準備金 1,208,795
基本金 65,142

繰越剰余金 79,954
当年度剰余金 △ 14,812

計 1,280,730 計 1,280,730

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３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 12,833 拠出金 5,000,000

固有の信託報酬 12,833 共同運用事業拠出金 5,000,000
共同運用事業準備金増加額 5,335,697 運用収益 348,530

共同運用事業準備金増加額 5,335,697 信託資産に係る当期運用収益 348,530
計 5,348,530 計 5,348,530

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 16,895,749 共同運用事業準備金 16,895,749

信託資産 16,895,749 共同運用事業準備金 16,895,749

計 16,895,749 計 16,895,749

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

8



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 31,912 事業収入 1,722

旅費 372 事業収入 1,722

業務諸費 31,540 受入金 29,578

繰入金 900 業務経理からの受入金 29,578

業務経理へ繰入 900 不足金 1,512

当年度不足金 1,512

計 32,812 計 32,812

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 8 流動負債 8

預貯金 8 未払金 8
基本金 0

繰越剰余金 1,512
当年度剰余金 △ 1,512

計 8 計 8

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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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 740,611 受入金 873,807

役職員給与 70,751 中脱業務会計からの受入金 749,623

役職員諸手当 44,535 事業会計からの受入金 81,686

退職手当 35,043 代行返上事務処理会計からの受入金 42,498

旅費 989 雑収入 2,432

業務諸費 589,138 雑入 2,432

会議費 155 戻入金 36,540

選挙費 154 退職手当引当金戻入金 31,733

選挙事務諸費 154 基本金戻入 4,807

評議員会費 2,212

評議員手当 839

評議員旅費 1,264

評議員会諸費 99

評議員会会議費 10

繰入金 23,331

基本金へ繰入 23,331

引当費 86,883

減価償却引当費 16,321

退職手当引当費 70,562

雑支出 59,588

雑支出 59,588

計 912,779 計 912,779

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 1,679,739 流動負債 113,169

預貯金 1,679,732 預り金 149

未収金 7 職員預り金 2,030

固定資産 249,454 リース債務 485

建物 142,420 未払金 110,505

器具及び備品 25,808 引当金 1,056,912

リース資産 485 退職手当引当金 1,056,912

権利金敷金 80,741 基本金 759,112

基本金 759,112

計 1,929,193 計 1,929,193

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 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 6,098,355 事務費収入 190,843

役職員給与 541,846 事務費収入 190,843

役職員諸手当 429,971 情報収集等業務収入 28,413

旅費 41,833 情報収集等業務収入 28,413

業務諸費 5,084,528 事業収入 215

会議費 177 事業収入 215

運用報酬等 321 運用収益 7,394

固有の信託報酬 321 運用収益 7,394

繰入金 955,151 受入金 6,680,900

一般管理会計へ繰入 749,623 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 6,680,900

基本金へ繰入 6,930 雑収入 1,177

事務費積立金へ繰入 198,598 受取利息及び配当収入 361

引当費 21,268 雑入 816

減価償却引当費 21,268 戻入金 170,556

移換事務費 4,403 基本金戻入 1,877

移換事務費 4,403 事務費積立金戻入 168,679

計 7,079,498 計 7,079,498

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 6,501,349 流動負債 436,985

預貯金 3,904,262 預り金 250

未収事務費 15,904 職員預り金 14,327

 未収情報収集等業務収入 13,591 未払移換事務費 367

未収受入金 392,922 リース債務 12,683

金銭の信託 2,174,670 未払金 409,037

固定資産 80,878 未払運用報酬 321

建物 2,030 固定負債 21,288

器具及び備品 44,877 長期リース債務 21,288

リース資産 33,971 基本金 6,123,954

基本金 124,830

事務費積立金 5,999,124

計 6,582,227 計 6,582,227

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 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 231,783 会費収入 298,224

役職員給与 68,756 会費収入 298,224

役職員諸手当 57,310 事業収入 42,994

旅費 6,209 事業収入 42,994

業務諸費 99,031 受入金 900

会議費 477 継続投資教育事業経理からの受入金 900

交付金 30,852 不足金 2,263

交付金 30,852 当年度不足金 2,263

繰入金 81,686

一般管理会計へ繰入 81,686

引当費 60

減価償却引当費 60

計 344,381 計 344,381

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 558,920 流動負債 15,299

預貯金 558,920 預り金 4,115

固定資産 222 職員預り金 1,771

器具及び備品 222 未払金 9,413

基本金 543,843

基本金 296

繰越剰余金 545,810

当年度剰余金 △ 2,263

計 559,142 計 559,142

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年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 160,923 事業収入 171,274

役職員給与 18,814 事業収入 171,274

役職員諸手当 21,802 不足金 32,147

業務諸費 120,307 当年度不足金 32,147

繰入金 42,498

一般管理会計へ繰入 42,498

計 203,421 計 203,421

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 106,544 流動負債 35,942

預貯金 92,271 職員預り金 803

未収金 14,273 リース債務 442

固定資産 1,584 未払金 34,697

リース資産 1,584 固定負債 1,142

長期リース債務 1,142

基本金 71,044

繰越剰余金 103,191

当年度剰余金 △ 32,147

計 108,128 計 108,128

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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業務経理　私的年金制度普及事業会計

　 (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 32,587 受入金 5,073,269

旅費 3,521 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 5,073,269

業務諸費 29,057

会議費 9

繰入金 5,040,682

継続投資教育事業経理へ繰入 29,578
私的年金制度普及事業積立金へ繰入 5,011,104

計 5,073,269 計 5,073,269

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 5,011,104 基本金 5,011,104

預貯金 5,011,104 私的年金制度普及事業積立金 5,011,104

計 5,011,104 計 5,011,104

予定損益計算書
(自　令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和３年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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