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リスク分担型企業年金に係る
会計実務の検討ポイント

1 本公開草案の公表の背景

2015年 6月に閣議決定された『日本再興戦略』改訂 2015　
─未来への投資・生産性の改革─」では、具体的施策の一
つとして、「企業が企業年金を実施しやすい環境を整備する
ため、確定給付企業年金制度について、運用リスクを事業
主と加入者で柔軟に分け合うことができるようなハイブリッ
ド型の企業年金制度の導入や、将来の景気変動を見越した
より弾力的な運営を可能とする措置について検討」※ 1するこ
とを織り込んでいます。この閣議決定を受け、現在、厚生労
働省（社会保障審議会企業年金部会）では、以下の二つの
仕組みの導入を検討しています※2 。

イ）将来の財政悪化を想定した計画的な掛金拠出を可
能とする仕組み（リスク対応掛金）

ロ）運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合う仕組
み（リスク分担型企業年金）

上記の厚生労働省による検討のうち、（ロ）のリスク分担型
企業年金は確定給付企業年金の新たな仕組みであり、制度
上の枠組みは、確定給付企業年金とされています。しかし、
企業は追加的な拠出義務を負うことは制度上要求されてい
ないことから、確定拠出企業年金の特徴も持っています。

このため、このような新たな仕組みの導入に伴い、2015
年 11月、ASBJに対して、企業会計基準第 26号「退職給付
に関する会計基準」（以下、「退職給付会計基準」）に基づく

「確定拠出制度」もしくは「確定給付制度」のいずれに該当す
るものとして会計上取り扱うべきなのかについて、新規テー
マとして検討することを、基準諮問会議により提言されまし

はじめに
　企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）は、2016年 6月2
日、実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金
の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」（以下、「本公
開草案」）を公表しました。本公開草案の目的は、新たに導
入される第3の企業年金制度として注目されるリスク分担型
企業年金について、その会計処理と開示を定めることとして
います。また、本公開草案では、リスク分担型企業年金につ
いて、現行の会計基準の枠組みの外で、新たな取り扱いを
定めるものではなく、現行の会計基準の枠組みのなかで、
会計上の確定拠出制度の定義に該当するのかどうかを検討
し、この検討結果を踏まえた会計処理を定めています。
　本文中では、本公開草案の背景、現行の会計基準に基づ
く企業年金制度の分類と会計処理やリスク分担型企業年金
の特徴を踏まえ、本公開草案で提案されているリスク分担
型企業年金の会計処理と開示について解説しています。ま
た、本公開草案に基づいた会計処理と開示の設例、ならび
に、導入時に検討しておきたい再判定時やIFRS移行時の留
意事項についても解説し、幅広く、リスク分担型企業年金の
取り扱いについての理解を深められるようにしています。
　なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見である
ことをあらかじめお断りします。

※1 首相官邸政策会議日本経済再生本部　『日本再興戦略』改訂2015　─未来への投資・
生産性の改革─」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf）

※2 厚生労働省社会保障審議会企業年金部会（2016年6月14日）資料２「確定給付企業
年金の改善の現状について」（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-
Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000127379.pdf）
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た。これを受け、ASBJでは、リスク分担型企業年金の会計
上の取り扱いについて審議を重ね、2016年 6月2日に、本
公開草案として公表しています。

2 本公開草案に基づく会計処理

①適用対象となる企業年金制度

本公開草案の対象となるのは、新たな企業年金制度であ
るリスク分担型企業年金です。

このリスク分担型企業年金とは、確定給付企業年金法
（2001年法律第 50号）に基づいて実施される年金制度のう

ち、給付の額の算定に関して、厚生労働省より2016年 5月
27日に公表された確定給付企業年金法施行規則（2002年
厚生労働省令第 22 号）案の第 25 条の 2 に規定される調整
率※3により定められる制度となります。

②退職給付会計基準における分類と会計処理

退職給付会計基準における定義と会計処理は、以下のと
おりとなります。

会計上の分類 定義 会計処理

確定拠出制度
（たとえば、確定拠出

年金）

一定の掛金を外部に
積み立て、事業主であ
る企 業 が、当 該 掛 金
以外に退職給付に係
る追加的な拠出義務
を負わない退職給付
制度 （退職給付会計
基準第4項）

拠出した掛金を費用
処 理 する。した がっ
て、数 理 計 算 の 必 要
はない。

確定給付制度
（たとえば、最終給与

比例給付等の伝統的
な確定給付企業年金、
キャッシュ・バランス・
プラン）

確定拠出制度以外の
退職給付制度 （同会
計基準第5項）

退職給付債務と年金
資産の差額を退職給
付に係る負債（または
資産）として貸借対照
表に計上する。なお、
個別財務諸表におい
ては、貸 借 対 照 表 計
上 額 につ いて、未 認
識項目を考慮する。

企業年金制度の会計処理を検討するに当たって必要とな
る分類の判断は、まず、上述の確定拠出制度の定義に該当
するかどうかを検討することになります。すなわち、退職給
付会計基準上の確定拠出制度の定義に該当すれば確定拠
出制度として、該当しなければ確定給付制度として会計処
理するという消去法による考え方が採用されています。

③リスク分担型企業年金の特徴と会計上の取り扱い

リスク分担型企業年金においても、②において解説したよ
うに、会計上のいずれの制度の定義に該当するのかが明確
であれば会計処理について疑問は生じないものと考えられ
ます。しかしながら、リスク分担型企業年金の主な特徴に

は、以下のようなものがあります。

イ） 平準的な掛金の拠出
 従来の確定給付企業年金は、景気の変動に応じて掛金

の拠出額が変動しやすい構造にあるという仕組みに
なっています。これを克服し安定的な制度運営を実現す
るため、拠出額を一定程度平準的なものとする必要があ
ります。そのため、リスク分担型企業年金では、あらかじ
め「財政悪化時に想定される積み立て不足」を測定し、
その水準を踏まえて、掛金（リスク対応掛金）の拠出を行
うことができる仕組みを活用することとしています。 

ロ） 将来発生するリスクを労使で分担
 リスク分担型企業年金は、上記（イ）におけるリスク対応

掛金の拠出を行う仕組みを活用することにより、将来発
生するリスクについて、事業主の掛金負担により対応す
る部分と加入者等への給付の調整により対応する部分
を定める仕組みとなっています。すなわち、将来発生す
るリスクを労使間でどのように分担するかをあらかじめ
定めることができます。 

ハ） 調整率に応じた給付の増減
 上記（イ）のとおりリスク対応掛金をあらかじめ定められ

た水準で拠出することができる一方で、給付に対する財
源のバランスが各事業年度において変化するため、追
加的な掛金の拠出が生じない限りにおいて、各事業年
度の決算において給付を増減することにより財政の均衡
を図ることが想定されています。

従って、上記の特徴を有するリスク分担型企業年金は、制
度の観点からは、確定給付企業年金の枠組みの制度であり
ながら、会計の観点からは、「一定の掛金を外部に積み立
て、事業主である企業が、当該掛金以外に退職給付に係る
追加的な拠出義務を負わない」という退職給付会計基準に
おける「確定拠出制度」の特徴も有していると考えられます。
このため、従来型の企業年金制度とは異なっており、新たな
中間的な仕組み（図1）として会計上の取り扱いを検討するこ
ととなりました。

④リスク分担型企業年金の分類・会計処理と開示

本公開草案では、上記③で示したリスク分担型企業年金
の特徴を踏まえた上で、制度の実態に応じた会計処理となる
ように、個々の制度について、退職給付会計基準を踏まえた
会計上の分類の判定を行い、その分類に従って会計処理を
行うこととしています。そのため、会計上の確定拠出制度に
該当するかどうかについては、 会計上の制度の定義に基づ

※3 積立金の額、掛金額の予想額の現価、通常予測給付額の現価および財政悪化リスク相当
額（通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額）に応じて定まる数値
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いて、事業主である企業が一定の掛金以外に退職給付に係
る追加的な拠出義務を負うか否か、および、一定の掛金を
外部に積み立てているか否かが判断基準になります。

このような判断基準を踏まえるならば、リスク分担型企業
年金は、特段の取り決めが規約に存在しなければ、財政不
均衡が生じた場合にも、調整率により給付額を減額させる限
りにおいては、企業に追加的な拠出が要求されることは基
本的にありません。また、導入時の規約に基づいて拠出され
た掛金が外部に積み立てられているといえます。従って、こ
のような場合には、確定拠出制度の定義に該当するものと
考えられます。他方で、同じリスク分担型企業年金という制
度であっても各企業の労使間の取り決めは一様ではなく、
規約の取り決めの内容によっては、企業に追加的な拠出が
要求されるケースも否定できないものと考えられ、留意する
ことが必要です。

このため、本公開草案では、企業の拠出義務が、給付に
充当する各期の掛金として、制度の導入時の規約に定めら
れた標準掛金相当額、特別掛金相当額およびリスク対応掛
金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に
拠出義務を実質的に負っていない制度と判断された場合
に、確定拠出制度に該当するものとして会計処理することと
なります（本公開草案第 3項）。他方で、これに該当しない場
合には、確定給付制度に該当するものとして会計処理するこ
ととなります（本公開草案第4項）。

リスク分担型企業年金については、上記の判断に基づく
分類に従って、以下のような会計処理と開示が、本公開草
案において要求されています。

会計上の分類 会計処理 開示

確定拠出制度 規約に基づきあらか
じめ定められた各期
の掛金の金額を、各
期において費用処理
する（ただし、導入に
伴い、移行時に未払
金等として計上した
特別掛金相当額を除
く。後述参照）。

以下の項目について注記が要
求される（本公開草案第12項）。
・企業の採用するリスク分担型

企業年金の概要
・リスク分担型企業年金に係る

退職給付費用の額
・翌期以降に拠出することが要

求されるリスク対応掛金相当
額および当該拠出に関する残
存年数

確定給付制度 退職給付会計基準の確定給付制度の会計処理および開
示を行う。

なお、本公開草案では、リスク分担型企業年金について
導入時においては、確定拠出制度に該当すると判断された
場合であっても、新たな労使合意によって規約が改定され
た場合などは、会計上の分類について、再判定することが
要求されています（本公開草案第5項）。

⑤確定給付企業年金からリスク分担型企業年金への移行時
の会計処理

本公開草案では、会計上の確定給付企業年金から会計上
確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金への移行
である場合には、退職給付制度間の移行または制度の改定
により退職給付債務がその減少分相当額の支払い等を伴っ
て減少するため（企業会計基準適用指針第 1号「退職給付制
度間の移行等に関する会計処理」（以下、「制度移行適用指
針」）第 4項）、退職給付制度の終了に該当するものとして会
計処理することが提案されています（本公開草案第9項）。

また、新たなリスク分担型企業年金への移行に伴う財政

加入者等の給付調整に
より対応する部分

事業主の掛金負担に
より対応する部分

労使合意により、
あらかじめ規約に

定められた
掛金を拠出する

（リスク対応
掛金相当額）

掛金収入現価

給付現価

将来発生するリスク
（財政悪化リスク

相当額）

積立金

（制度導入当初）

財源の変動に
合わせて

給付を増減調整

財政悪化による年金資産の運用リスクを
誰が負担するのか？

(*)掛金収入現価＋積立金＞給付現価＋財政悪化リスク
相当額となる場合には、加入者等の給付が増額する。

確定給付
（DB）

リスク分担型
（中間型）

確定拠出
（DC）

全て事業主
が負担

一部を
事業主が負担し、
残りを加入者等
が負担（*）

全て加入者
が負担

リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金と確定拠出年金の中間的な制度であると考えられる（確定給付企業年金は事業主にリスクが
集中し、確定拠出企業年金は加入者にリスクが集中すると考えられているが、リスク分担型企業年金ではリスクを労使で分担するため）。ポイント

・ 給付現価：将来、年金等で給付する支給総額の現在時点の価値
・ 掛金収入現価：掛金による収入総額の現在時点の価値
・ 財政悪化リスク相当額：将来の財政悪化時に想定される積み立て不足を測定したもの。リスク分担型企業年金では、財政悪化リスク相当額につい

て、掛金負担（事業主負担）と給付調整（加入者等の負担）の割合を労使合意によりあらかじめ規定される。
・ リスク分担型企業年金の掛金は、標準掛金相当額、特別掛金相当額およびリスク対応掛金相当額から構成される。リスク対応掛金相当額以外の掛金

についても拠出が固定（財政再計算による掛金率の変動等がない）である。
・ 給付は、従来の確定給付企業年金制度における給付算定式×調整率で計算され、受給権者への給付についても変動がある。

（用語等の解説・補足）

図1：リスク分担型企業年金のイメージ

参考：社会保障審議会企業年金部会「確定給付企業年金の改善について」
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計算の結果により、特別掛金相当額が発生する場合があり
ます。この特別掛金相当額は過去に発生した積み立て不足
に対応するものであり、移行前の確定給付制度に関する事
業主からの支払いまたは現金拠出額の確定額（制度移行適
用指針第 4 項（2））に該当するものと考えられます。従って、
当該特別掛金相当額の総額は、移行前の確定給付制度の
終了に伴い、未払金等として計上することが提案されていま
す（本公開草案第10項）。

3 公開草案に基づくケーススタディ

本公開草案で提案された会計処理に基づいたケーススタ
ディをここで紹介します。

（前提条件）
　企業Aは、確定給付企業年金を採用していましたが、このたび、リ
スク分担型企業年金（会計上の分類は、確定拠出制度）を導入するこ
ととしました。
　この新制度の導入は、従前の確定給付企業年金の一部の移行と
して行います。移行前の制度の年金資産 4,000百万円がリスク分担
型企業年金に移管されます。移行に対応する退職給付債務は2,500
百万円、未認識項目は950百万円です。
　移行時点において、既に移行前の確定給付企業年金において企
業の現金拠出額として確定している特別掛金相当額は、1,440百万
円であり、12年の元利均等償却を行うものとします。
　導入後、リスク分担型企業年金の掛金として400百万円を毎期支
払うものとします。リスク対応掛金相当額の総額は、2,000百万円で
あり、導入後20年にわたって均等に拠出する方法により拠出します。
なお、本ケーススタディでは、税効果の影響は考慮しません。

（移行時の個別財務諸表上の会計処理） （単位：百万円）

退職給付債務の減少 （借）退職給付引当金　
2,500

（貸）退職給付費用
（終了損益）2,500

未認識項目の認識 （借）退職給付費用
（終了損益）950

（貸）退職給付引当金
950

特別掛金相当額の計上 （借）退職給付費用
（終了損益）1,440

（貸）未払金
1,440

（リスク分担型企業年金の掛金を拠出したときの会計処理）（単位：百万円）

（借） 退職給付費用 280
 未払金 120（注1）

（貸）現金預金　400

（注1）1,440百万円÷12年＝120百万円

（他に確定拠出制度がない場合の開示例）

１．確定拠出制度の概要（省略）
２．確定拠出制度に係る退職給付費用の額　280百万円
３．その他の事項

●翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額　
1,900百万円（注2）

●リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数　19年

（注2）2,000百万円－（2,000百万円÷20年）＝1,900百万円

4 リスク分担型企業年金の
会計処理に関する留意事項

①再判定

本公開草案では、導入時において、会計上の確定拠出制
度に分類されたリスク分担型企業年金であった場合も、労
使交渉による規約の改訂等があった場合には、分類の再判
定が求められています。例えば、財政不均衡が生じている
状況において、調整率により給付が下がることを阻止するた
めに、追加での掛金拠出が生じるような場合には、会計上
の確定拠出制度としての分類を維持できないものと考えら
れます。このため、規約の改訂等を行う場合には、その点を
留意することが必要となります。

②IFRSにおける取り扱い

会計上の取り扱いに関して、確定拠出制度と確定給付制
度の定義に基づいた消去法を用いる点においては、退職給
付会計基準とIFRSとの間に差異はありません。しかしなが
ら、IFRSには、本公開草案に該当する規定はないため、IAS

（国際会計基準）第 19号「従業員給付」の確定拠出制度の定
義に該当するのかどうかについて検討することになります。
IFRSに基づく検討を行う場合も、導入時に会計上の確定拠
出制度に分類されたリスク分担型企業年金について、規約
の改訂等において、当初想定されていない事象が生じた場
合には、確定拠出制度に該当するか否かについて、あらた
めて判断することが求められる点（上記①）については、同
様に、留意することが必要となります。

5 今後の予定

ASBJは、本公開草案のコメント期日（2016年 8月2日）以
降、寄せられたフィードバックを踏まえて、実務対応報告の
最終化に向けた審議を行う予定となっています。

鈴木 理加 （すずき りか）
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