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予  算  総  則
（単位：千円）

事　　項 令和3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 749,411,000 

　　　支　　　　出 896,609,000 

(１)－②厚生年金基金加算年金経理

　　　収　　　　入 6,062,000 

　　　支　　　　出 8,758,000 

(１)－③確定給付企業年金経理

　　　収　　　　入 19,376,000 

　　　支　　　　出 6,499,000 

(２)業務経理 △ 49,502 

　　　収　　　　入 19,516,877 

　　　支　　　　出 19,566,379 

(３)共済経理　共済会計 △ 611 

　　　収　　　　入 7,722 

　　　支　　　　出 8,333 

(４)共済経理　退職年金会計 △ 12,622 

　　　収　　　　入 44,997 

　　　支　　　　出 48,031 

(５)共同運用経理　共同運用事業会計

　　　収　　　　入 5,382,496 

　　　支　　　　出 13,674 

(６)継続投資教育事業経理　継続投資教育事業会計

　　　収　　　　入 48,689 

　　　支　　　　出 48,689 

２．限度額

(１)業務経理(事務費) 8,487,651 

(２)繰入金

   厚生年金基金基本年金経理から業務経理 18,589,724 

　継続投資教育事業経理から業務経理 3,209 

　業務経理から継続投資教育事業経理 47,031 

　＊：繰越剰余金又は準備金を充てる。

*

*

*
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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
878,008 749,278

給付費 861,766 負担金 502,579
年金給付費 860,662 政府負担金 19,088
一時金給付費 1,104 給付現価負担金 483,491

移換金 101 運用収益 246,699
移換金 101 信託資産に係る当期運用収益 170,999

離婚分割移換金 1,022 投資資産に係る当期運用収益 75,700
離婚分割移換金 1,022

還付金 0
還付金 0

運用報酬等 14,472
固有の信託報酬 1,556
固有の保険事務費 0
投資顧問料 12,916

コンサルティング料 89
運用コンサルティング料 64
年金財政コンサルティング料 25

機械処理経費等 558
機械処理経費等 558

運用損失 0
信託資産に係る当期運用損失 0
投資資産に係る当期運用損失 0

18,601 133
特別支出 11 特別収入 133

費用計上不足額 0 費用計上超過額 133
収益計上超過額 1
雑支出 0
不納欠損 10

繰入金 18,590
業務経理へ繰入 18,590

18,220 180,693
責任準備金増加額 18,220 責任準備金減少額 180,693

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 18,220 責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 0
最低責任準備金増加額 0 最低責任準備金減少額 180,693

15,275 0
当年度剰余金 15,275 当年度不足金

当年度剰余金 15,275 当年度不足金
930,104 930,104

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
10,418,296 585,387

流動資産 157,287 流動負債 7,436
預貯金 148,043 未払運用報酬等 7,236
未収徴収金 0 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 21
未収受換金 0 未払還付金 0
未収政府負担金 8,801 未払繰入金 0
未収給付現価負担金 0 未払機械処理経費等 168
未収返納金 442 政府負担金返納金未払金 0
未収過払移換金 0 預り金 11
前払費用 0 支払備金 577,951
立替金 1 未払給付費 577,942

固定資産 10,261,009 未払移換金 9
信託資産 5,950,829
投資 4,310,180

0 8,107,612
責任準備金 8,107,612

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 2,249,048
最低責任準備金 5,858,564
最低責任準備金調整額 0

0 1,725,297
基本金 1,725,297

別途積立金 1,710,022
当年度剰余金 15,275

10,418,296 10,418,296

[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３年４月１日  至 令和４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４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
8,741 6,061

給付費 8,630 受換金 38
年金給付費 7,181 受換金 38
一時金給付費 1,449 運用収益 6,023

移換金 75 信託資産に係る当期運用収益 6,023
移換金 75

運用報酬等 23
固有の信託報酬 23
投資顧問料 0

コンサルティング料 12
運用コンサルティング料 0
年金財政コンサルティング料 12

機械処理経費等 1
機械処理経費等 1

17 1
特別支出 17 特別収入 1

収益計上超過額 17 費用計上超過額 1
0 4,361
責任準備金減少額 4,361

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）減少額 4,361
1,665 0

当年度剰余金 1,665
当年度剰余金 1,665

10,423 10,423

　 (単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
251,712 3,308

流動資産 7,407 流動負債 33
預貯金 7,402 未払運用報酬等 12
未収受換金 3 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 8
未収返納金 1 未払機械処理経費等 1
立替金 1 預り金 12

固定資産 244,305 支払備金 3,275
信託資産 244,305 未払給付費 3,262

未払移換金 13
0 223,116
責任準備金 223,116

責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 223,116
0 25,288
基本金 25,288

別途積立金 23,623
当年度剰余金 1,665

251,712 計 251,712

[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３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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
6,489 19,375

給付費 6,041 受換金 13,329
年金給付費 5,181 受換金 13,329
一時金給付費 860 運用収益 6,046

移換金 391 信託資産に係る当期運用収益 6,046
移換金 391

運用報酬等 23
固有の信託報酬 23

コンサルティング料 12
年金財政コンサルティング料 12

機械処理経費等 22
機械処理経費等 22

10 1
特別支出 10 特別収入 1

収益計上超過額 10 費用計上超過額 1
10,980 0

責任準備金増加額 10,980
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）増加額 10,980

1,897 0
当年度剰余金 1,897

当年度剰余金 1,897
19,376 19,376

(単位:百万円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
254,683 1,542

流動資産 1,638 流動負債 48
預貯金 828 未払運用報酬等 12
未収受換金 808 未払ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料 8
未収返納金 1 未払機械処理経費等 22
立替金 1 預り金 6

固定資産 253,045 支払備金 1,494
信託資産 253,045 未払給付費 1,457

未払移換金 37
0 ［２．負債］ 216,543

責任準備金 216,543
責任準備金（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分） 216,543

0 36,598
基本金 36,598

別途積立金 34,701
当年度剰余金 1,897

254,683 計 254,683

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４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４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 8,006,158 会費収入 302,449

役職員給与 710,518 会費収入 302,449
役職員諸手当 528,263 事務費収入 117,308
退職手当 122,142 事務費収入 117,308
旅費 46,924 情報収集等業務収入 29,040
業務諸費 6,593,449 情報収集等業務収入 29,040
会議費 4,862 事業収入 170,322

選挙費 0 事業収入 170,322
選挙事務諸費 0 運用収益 0

評議員会費 5,410 運用収益 0
評議員手当 1,258 受入金 18,592,933
評議員旅費 1,896 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 18,589,724
評議員会諸費 2,234 中脱業務会計からの受入金 0
評議員会会議費 22 事業会計からの受入金 0

運用報酬等 258 私的年金普及事業会計からの受入金 0
固有の信託報酬 258 代行返上事務処理会計からの受入金 0

運用損失 3,047 継続投資教育事業経理からの受入金 3,209
運用損失 3,047 雑収入 2,489

繰入金 11,342,287 受取利息及び配当収入 105
厚生年金基金基本年金経理へ繰入 0 雑入 2,384
厚生年金基金加算年金経理へ繰入 0 戻入金 302,336
確定給付企業年金経理へ繰入 0 退職手当引当金戻入金 112,829
私的年金制度普及事業積立金へ繰入 10,840,655 基本金戻入 0
継続投資教育事業経理へ繰入 47,031 事務費積立金戻入 189,507
基本金へ繰入 340,235 不足金 49,502
事務費積立金へ繰入 114,366 当年度不足金 49,502

引当費 108,385
減価償却引当費 71,004
退職手当引当費 37,381

雑支出 63,928
雑支出 63,928

交付金 31,492
交付金 31,492

移換事務費 5,414
移換事務費 5,414

計 19,566,379 計 19,566,379

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 23,297,454 流動負債 601,395

預貯金 21,651,618 預り金 1,301
金銭の信託 1,611,919 職員預り金 8,934
未収会費 0 リース債務 9,966
未収情報収集等業務収入 11,994 未払金 350,859
未収事務費 9,776 未払移換事務費 451
未収金 12,147 未払運用報酬 258

固定資産 306,262 固定負債 10,828
建物 135,873 長期リース債務 10,828
器具及び備品 68,854 引当金 965,583
リース資産 20,794 退職手当引当金 965,583
権利金敷金 80,741 基本金 22,255,536

基本金 1,226,501
事務費積立金 6,127,148
私的年金制度普及事業積立金 14,302,573
繰越剰余金 648,816
当年度剰余金 △ 49,502

計 23,603,716 計 23,603,716

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 7,430 共済掛金収入 7,722

共済給付費 7,430 共済掛金収入 7,722
事務費 903 戻入金 611

旅費 243 給付費準備金戻入 611
業務諸費 658
会議費 2

計 8,333 計 8,333

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 151,193 流動負債 123

預貯金 151,193 未払金 123
給付費準備金 151,070

給付費準備金 151,070
計 151,193 計 151,193

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 41,215 掛金収入 22,192

退職年金給付費 41,215 退職年金掛金収入 22,192
業務委託費 6,816 運用収益 22,805

業務委託費 6,816 信託資産に係る当期運用収益 22,805
責任準備金増加額 9,588 不足金 12,622

責任準備金増加額 9,588 当年度不足金 12,622
計 57,619 計 57,619

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 1,243,091 流動負債 6,847

信託資産 1,243,091 未払退職年金給付費 6,847
責任準備金 1,180,601

責任準備金 1,180,601
基本金 55,643

繰越剰余金 68,265
当年度剰余金 △ 12,622

計 1,243,091 計 1,243,091

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定

予定貸借対照表
(令和４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３年４月１日  至 令和４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 13,674 拠出金 5,000,000

固有の信託報酬 13,674 共同運用事業拠出金 5,000,000
共同運用事業準備金増加額 5,368,822 運用収益 382,496

共同運用事業準備金増加額 5,368,822 信託資産に係る当期運用収益 382,496
計 5,382,496 計 5,382,496

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
固定資産 18,286,015 共同運用事業準備金 18,286,015

信託資産 18,286,015 共同運用事業準備金 18,286,015

計 18,286,015 計 18,286,015

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４年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 45,480 事業収入 1,658

役職員給与 2,070 事業収入 1,658

役職員諸手当 3,943 受入金 47,031

旅費 234 業務経理からの受入金 47,031

業務諸費 39,233 不足金 0

繰入金 3,209 当年度不足金 0

業務経理へ繰入 3,209

計 48,689 計 48,689

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額
流動資産 33 流動負債 33

預貯金 33 未払金 33
基本金 0

繰越剰余金 0
当年度剰余金 0

計 33 計 33

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 950,422 受入金 970,618

役職員給与 71,691 中脱業務会計からの受入金 833,296

役職員諸手当 49,159 事業会計からの受入金 72,803

退職手当 122,142 代行返上事務処理会計からの受入金 35,680

旅費 1,112 私的年金普及事業会計からの受入金 25,630

業務諸費 706,199 継続投資教育事業経理からの受入金 3,209

会議費 119 雑収入 2,384

選挙費 0 雑入 2,384

選挙事務諸費 0 戻入金 112,829

評議員会費 5,410 退職手当引当金戻入金 112,829

評議員手当 1,258 基本金戻入

評議員旅費 1,896

評議員会諸費 2,234

評議員会会議費 22

繰入金 13,673

基本金へ繰入 13,673

引当費 52,453

減価償却引当費 15,072

退職手当引当費 37,381

雑支出 63,873

雑支出 63,873

計 1,085,831 計 1,085,831

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 1,558,644 流動負債 67,704

預貯金 1,558,637 預り金 105

未収金 7 職員預り金 703

固定資産 238,339 リース債務 0

建物 133,843 未払金 66,896

器具及び備品 23,755 引当金 965,583

リース資産 0 退職手当引当金 965,583

権利金敷金 80,741 基本金 763,696

基本金 763,696

計 1,796,983 計 1,796,983

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 6,363,881 事務費収入 117,308

役職員給与 538,559 事務費収入 117,308

役職員諸手当 403,874 情報収集等業務収入 29,040

旅費 42,260 情報収集等業務収入 29,040

業務諸費 5,374,780 事業収入 217

会議費 4,408 事業収入 217

運用報酬等 258 運用収益 0

固有の信託報酬 258 運用収益 0

運用損失 3,047 受入金 7,366,521

運用損失 3,047 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 7,366,521

繰入金 1,274,224 雑収入 105

一般管理会計へ繰入 833,296 受取利息及び配当収入 105

基本金へ繰入 326,562 雑入 0

事務費積立金へ繰入 114,366 戻入金 189,507

引当費 55,819 基本金戻入 0

減価償却引当費 55,819 事務費積立金戻入 189,507

雑支出 55

雑支出 55

移換事務費 5,414

移換事務費 5,414

計 7,702,698 計 7,702,698

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 6,814,733 流動負債 281,745

預貯金 5,181,044 預り金 189

未収事務費 9,776 職員預り金 7,082

 未収情報収集等業務収入 11,994 未払移換事務費 451

未収受入金 0 リース債務 9,557

金銭の信託 1,611,919 未払金 264,208

固定資産 66,659 未払運用報酬 258

建物 2,030 固定負債 10,195

器具及び備品 44,877 長期リース債務 10,195

リース資産 19,752 基本金 6,589,452

基本金 462,304

事務費積立金 6,127,148

計 6,881,392 計 6,881,392

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 246,019 会費収入 302,449

役職員給与 48,860 会費収入 302,449

役職員諸手当 41,759 事業収入 24,424

旅費 3,520 事業収入 24,424

業務諸費 151,549 受入金 0

会議費 331 継続投資教育事業経理からの受入金 0

交付金 31,492 不足金 23,554

交付金 31,492 当年度不足金 23,554

繰入金 72,803

一般管理会計へ繰入 72,803

引当費 113

減価償却引当費 113

計 350,427 計 350,427

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 530,108 流動負債 11,130

預貯金 530,108 預り金 1,007

固定資産 222 職員預り金 834

器具及び備品 222 未払金 9,289

基本金 519,200

基本金 501

繰越剰余金 542,253

当年度剰余金 △ 23,554

計 530,330 計 530,330

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 135,949 事業収入 145,681

役職員給与 18,886 事業収入 145,681

役職員諸手当 18,684 不足金 25,948

業務諸費 98,379 当年度不足金 25,948

繰入金 35,680

一般管理会計へ繰入 35,680

計 171,629 計 171,629

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 91,396 流動負債 11,190

預貯金 79,256 職員預り金 315

未収金 12,140 リース債務 409

固定資産 1,042 未払金 10,466

リース資産 1,042 固定負債 633

長期リース債務 633

基本金 80,615

繰越剰余金 106,563

当年度剰余金 △ 25,948

計 92,438 計 92,438

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４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 309,887 受入金 11,223,203

役職員給与 32,522 厚生年金基金基本年金経理からの受入金 11,223,203

役職員諸手当 14,787

旅費 32

業務諸費 262,542

会議費 4

繰入金 10,913,316

一般管理会計への繰入 25,630

継続投資教育事業経理へ繰入 47,031
私的年金制度普及事業積立金へ繰入 10,840,655

計 11,223,203 計 11,223,203

　 (単位:千円）

科　　目 推計額 科　　目 推計額

流動資産 14,302,573 基本金 14,302,573

預貯金 14,302,573 私的年金制度普及事業積立金 14,302,573

計 14,302,573 計 14,302,573

予定損益計算書
(自　令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日）

予定貸借対照表
(令和４年３月３１日現在)

資      産      勘      定 負      債      勘      定
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