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ソリューション

1 リスク分担型企業年金の詳細

2016年 4月28日の企業年金部会では、前回概要をご説
明しました「リスク対応掛金」の基礎となる将来発生するリス
クの測定方法の詳細案が示され、5月27日と6月20日のパ
ブリックコメントにおいても、同様の内容の案が公表されま
した。これまで「リスク分担型DB」という名称で呼ばれていた
新たな企業年金制度は、前述のパブリックコメントや ASBJ
の公開草案において「リスク分担型企業年金」という名称に
変更されました。以下、新たに示された内容を含め、リスク
分担型企業年金の案の詳細についてご説明します。

（1）将来発生するリスクとリスク対応掛金
リスク対応掛金は、景気が悪い時期に掛金が増加し企業

の負担が重くならないよう、あらかじめ将来発生するリスク
に備えた掛金を拠出する仕組みです。リスク対応掛金は、リ
スク分担型企業年金の前提となるものであり、また、従来の
確定給付企業年金（DB）でも利用可能です。

将来発生するリスクの測定方法として、前号では、金融機
関のリスク管理などで用いられている複雑な手法が取り上げ
られていることをご説明しましたが、その後のパブリックコメ
ントでは、標準方式として、図表1の案（リスク分担型企業年
金では予定利率低下リスクも考慮）が示されました。図表1
に掲げられているその他の資産の割合が 20%以上（リスク
分担型企業年金では 10％以上）である場合などは、厚生労
働大臣の承認を受けて個別に規定する方法（特別方式）によ
り測定することとなります。

将来発生するリスクに備えたリスク対応掛金を用いる場合、
積み立ての剰余・不足の状態は、「財政均衡」の考え方に基づ
き判定されることとなります（図表2参照）。積み立て不足の状
態は、リスク対応掛金を含む掛金収入現価と積立金の合計額
が給付現価を下回る場合となります。逆に、積み立て剰余の
状態は、リスク対応掛金を含む掛金収入現価と積立金の合計
額が給付現価と将来発生するリスクの合計額を上回る場合と
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なります。それ以外の場合は、「財政均衡」の状態となります。
リスク対応掛金は、労使合意に基づき、5～20 年での均

等拠出や弾力拠出、定率拠出により拠出することが可能とさ
れています。また、リスク対応掛金は、将来のリスクに備え
ることを目的としていることから、緊急度を考慮し、拠出期
間は特別掛金の償却期間よりも長期に設定することとされて
います。

（2）リスク分担型企業年金の仕組みと意思決定
新たに提案されているリスク分担型企業年金は、上述のリ

スク対応掛金の利用を前提としています。具体的には、将
来発生するリスクのうち、リスク対応掛金による事業主負担
部分を設定した上で、それ以外の部分を給付調整により加
入者や受給権者が負担する仕組みです（図表2参照）。

リスク分担型企業年金では、制度導入時に他の DBと同様
の掛金区分（標準掛金、特別掛金、リスク対応掛金）に基づ

き算定した額の合計額により掛金を設定し、制度導入後は
設定した掛金を固定する仕組みとなっています。このため、
企業年金部会の資料では、導入時に適切なリスクを見込む
ことが必要とされており、この点に留意する必要があるもの
と思われます。なお、加入者や受給権者のリスク負担に係る
給付の調整率については、前号の記事「リスク分担型 DBの
概要」をご参照ください。

リスク分担型企業年金を実施する場合、基金型 DBでは労
使代表で構成される代議員会における議決、規約型 DBにお
いては加入者の過半数で組織される労働組合（当該労働組
合がない場合は、加入者の過半数を代表する者）の同意の
取得が必要とされています。また、リスク分担型企業年金に
おいては、加入者や受給権者は、運用の結果により給付が
調整されるリスクを負うため、制度開始後においても、適切
に意思決定に参画できる仕組みが必要とされています。す
なわち、加入者の代表が参画する委員会を設置することを

標準方式

特別方式

■価格変動リスク
次の手順により計算。
①  資産区分ごとの資産残高に所定の係数（下表）を乗じ、これらの合計額を算出
②  係数の定められていない資産（その他の資産）の額を勘案した補正率を算出
③  「上記①の額×上記②の補正率」により、将来発生するリスクを算出

■予定利率低下リスク（リスク分担型企業年金の場合は考慮）
一定期間経過後に予定利率が1％低下した場合の積み立て不足を測定。

厚生労働大臣の承認または認可を得て、DBの実情に合った特別方式を用いることが可能。

所定の係数 5% 50% 25% 50% 0% 0%

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

係数の定められている資産

一般勘定 短期資産

掛金収入
現価

積立金
給付現価

将来発生する
リスク

増額

剰余が生じている場合

掛金収入
現価

積立金
給付現価

調整なし

将来発生する
リスク

財政均衡している場合

掛金収入
現価

積立金

給付現価

減額

不足が生じている場合

将来発生する
リスク

図表1：将来発生するリスクの種類と測定（概要）

図表2：財政均衡の考え方とリスク分担型企業年金における給付調整（イメージ）

厚生労働省の資料を加工して作成

厚生労働省の資料を加工して作成
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基本とし（受給権者の参画も妨げられていません）、委員会
は、資産運用の方針・結果等について議論し、業務の執行
を行う理事会や事業主に対して提言等を行うこととなります。

従来の DBにおいて、加入者に対しては、年 1回以上、業
務概況（以下の項目）について周知することが義務付けられ
ており、また、受給権者に対しては、加入者に対する周知と
同様の措置を講ずるよう努めることとなっています。

［現行の義務付けられている周知事項］
・給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
・加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
・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
・事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他

掛金の納付の概況
・積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他

積立金の積み立ての概況
・積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金

の運用の概況
・基本方針の概要
・その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項

　リスク分担型企業年金については、加入者や受給権者の
リスク負担のため、上記に加え、以下のような項目を「年金
額の改定を見通す上で有用な情報」として提供することとさ
れています。

［リスク分担型企業年金において周知が義務付けられる情報の具体例］
・年金額改定のルール
・過去5年程度の調整率の推移
・上記の調整率の算出根拠となったデータ（調整率を1.0とした場合の

給付現価、積立金、掛金収入現価、将来発生するリスクを想定）
・その他、調整率に重要な影響を与えると認められる事項

このように、リスク分担型企業年金においては、制度運営
上、資産運用などに関する意思決定や法定事項の周知（情
報提供）について義務付けられており、リスク分担型企業年
金の実施を検討するに当たって留意が必要でしょう。

（3）制度設計に関する取り扱い
上述のとおり、リスク分担型企業年金は、従来のDB（以下、

「従来型」）と異なるリスク分担を前提としているため、制度
運営についても、従来型と異なるルールの導入が想定され
ています。このようなことから、一つの DB内において、リス
ク分担型と従来型の両方を実施することは原則として認めら
れないとされており、経理や資産を区分しリスク分担型に係
る意思決定については別の措置を施すなど要件を満たした
場合に限り、併用が認められるとされています。

リスク分担型企業年金の給付減額の判定については、従
来型と同様、給付現価が減少した場合等に減額と判定され

る他、掛金を変更し掛金収入現価が減少した場合にも減額
調整の可能性が高まるため減額と判定される案が示されて
います。また、従来型からリスク分担型に移行する場合、将
来発生するリスクのうち掛金収入現価等で措置されている
割合が2分の1を下回る場合は減額と判定されています。な
お、減額に係る同意手続きの要件については、従来型と同
様となっています。

リスク分担型企業年金の導入や制度設計を検討する場合
は、上記の取り扱いにも留意する必要があるでしょう。

2 年金ガバナンスに係る改正動向

リスク分担型企業年金は新たな仕組みであり、意思決定
などに関し新たなルールが導入される見通しであることをご
説明しました。その他の企業年金についても、厚生年金基
金の実質廃止などに伴い、年金ガバナンスにかかわるルー
ルが改正される見通しです。以下、これらのうち DB基金監
査と資産運用関係の内容についてご説明します。

（1）DB基金監査
同種同業の中小企業などで設立されていた総合型厚生年

金基金が代行返上するなどして設立されたDB基金がありま
す。このような場合、加入企業間の人的関係が密でないこと
などに鑑み、代議員の選任・基金の名称・外部専門家によ
る会計監査について検討されています。日本公認会計士協
会では、2012 年以降、年金基金の監査について研究など
を行っており、2016 年 3月 16日には、業種別実務指針第
53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指
針」を公表しており、監査環境は整いつつあります。

（2）DB資産運用関係
DBの資産運用については、運用基本方針および政策的

資産構成割合の策定に係る規定と資産運用ガイドラインの
見直しが進められています。企業年金部会で示されている
方向は、厚生年金基金の資産運用に係るルールとほぼ同様
のものとなっています。以下、主な内容を記載します。

［法令･資産運用ガイドラインの方向性］
・運用基本方針及び政策的資産構成割合の策定の義務があるDBの範囲

の拡大
・一定規模以上のDBにおける資産運用委員会の設置の義務化
・スチュワードシップコードやESG投資の運用機関の評価項目としての

例示
・運用受託機関の定性評価項目として、受託業務監査の有無や投資パ

フォーマンス基準（GIPS）への準拠を例示
・運用コンサルタントの適格性や中立・公正性の重要性を記載
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3 改正を踏まえた企業の対応

リスク分担型企業年金が利用可能となると、企業として、
人事制度改定や事業再編などに伴い退職給付制度を変更
する場合、新たな選択肢として、リスク分担型企業年金を加
える必要が生じます。図表3に伝統的 DB（勤続年数別の定
額給付や最終給与比例給付等）、キャッシュ・バランス・プ
ラン、DCとの比較概要を掲載しました。伝統的 DBとキャッ
シュバランスプランは、前述の従来型に該当します。各種取
り扱いや制度運営にかかわる実施事項も踏まえながら、各
制度を比較・選択し、制度構成や設計について検討する対
応が想定されます。

制度運営については、制度変更がない場合においても、
改正 DC法の施行や DBに係る年金ガバナンスルール改正に
応じた対応が求められることに注意が必要でしょう。

4 今後の動向

リスク分担型企業年金に係る政省令案などの内容や年金
ガバナンスに係る改正動向についてご説明しました。今後、
これらの改正案の内容や冒頭で触れたリスク分担型企業年
金に係るASBJ公開草案などがどのような形で確定するかな
ど、確認していくことが必要と思われます。退職給付制度関
連の改正が続きますが、一つ一つ内容を確認して対応して
いくことが求められそうです。

井川 孝之 （いがわ たかゆき）

PwCあらた有限責任監査法人
第2金融部（保険･共済） シニアマネージャー
年金数理人、日本アクチュアリー会正会員。信託銀行、コンサルティング
会社勤務等を経て、現職。退職給付会計に係る監査支援をはじめ、退職
金・年金制度設計や資産運用・リスク管理等、年金に係るアドバイザリー
業務に従事。
メールアドレス：takayuki.igawa@jp.pwc.com
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図表3：企業年金の制度種類と比較（概要）

制度種類 給付 運用リスク 掛金 会計上の取り扱い 制度の特徴 制度運営・ガバナンス関連の事項

1 伝統的DB あらかじめ規定（運用
実績にはよらない） 事業主が負う 変動 DB 長期勤続優遇等

の設計が可能
資産運用
情報提供等

2
キャッシュ・
バランス・
プラン

国債利回り等に応じ
変動・保証あり

事業主が負う（国債利
回り等の変動に係る
部分は加入者が負う）

変動 DB リスクシェアリン
グが可能

資産運用
情報提供等

3 リスク分担型
企業年金 運用実績に応じ変動

リスク対応掛金に係
る部分は事業主が負
う（その他の部分は給
付により調整）

固定 要件を満たした
場合はDCの方向

リスクシェアリン
グが可能

資産運用
情報提供
（年金額改定に係る情報含む）等

4 DC 運用実績により決まる 加入者が負う 固定 DC ポータビリティ

運用商品対応
継続教育
運営管理機関
評価等
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