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確定拠出年金等の企業年金実態調査 
 
企業年金連合会の「確定拠出年金に関する実態調査」結果概要が１０月２日にプレスリリースされましたが、ホー

ムページ（http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/dc_chosa.pdf）にも掲載されました。 
 
また、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）と日本経済新聞社が全国の有力企業や厚生年金基金、確定給付企業年金を

対象に実施した「日経企業年金実態調査」の特別リポートが年金情報に掲載されました（2006.10.16 NO.428号。
調査結果は次号以降も順次掲載され１１月に増刊号を発行される予定です）。 
年金情報の購読申込・資料請求は http://sub.nikkeish.co.jp/nenkin/でご確認ください。 
 
それぞれの実態調査から、確定拠出年金も含めた企業年金等の今後が予見できるいくつかの興味深い調査結果をご

紹介します。 
 
「日経企業年金実態調査」からは、現在採用している制度と今後採用（予定）する制度の占率の変動をご紹介しま

す。 
調査方法は、新興市場を含む上場企業など４，１１２社（非上場有力企業も）のほか、厚生年金基金６８３件、基

金型の確定給付企業年金５９８件に対して２００６年８月上旬に調査票を郵送し、９月中旬までに回答を回収した。 
回答数は企業６０３社（回答率１４．６６％）、厚年基金２８４件（回答率４１．５８％）、基金型確定給付企業年

金３６６件（回答率６１．２０％）。 
 
◆ ２００６年３月末現在採用している制度（複数回答、％） 

２００６年調査（％） 制度の種類 
（２００６年調査占率順） 占率 ２００５年対比 

２００５年調査 
占率（％） 

①退職一時金 ４２．９３ ▲６．１２ ４９．０５ 
②適格年金 ３２．２８ ▲５．３４ ３７．６２ 
③確定給付企業年金（基金型） ２３．７９ ２．３６ ２１．４３ 
④確定拠出年金（企業型） ２１．６３ ４．９６ １６．６７ 
⑤厚生年金基金 １７．９７ ▲２．８２ ２０．７９ 
⑥不採用 １０．１５ ２．２１ ７．９４ 
⑦前払い退職金 ９．８２ ２．０４ ７．７８ 
⑧確定給付企業年金（規約型） ９．４８ １．７０ ７．７８ 
⑨閉鎖適年 ３．９９ ３．９９ － 
⑩その他 ３．１６ ０．９４ ２．２２ 
⑪確定拠出年金（個人型） １．３３ ０．２２ １．１１ 
⑫税制恩典のない自社年金 ０．５０ ０．０２ ０．４８ 
 
◆ ２００６年４月以降新たに採用した制度・採用を予定している制度（複数回答、％） 

２００６年調査（％） 制度の種類 
（２００６年調査占率順） 占率 ２００５年対比 

２００５年調査 
占率（％） 

①確定拠出年金（企業型） ６２．００ ▲２．８６ ６４．８６ 
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②確定給付企業年金（規約型） ５１．００ １２．４９ ３８．５１ 
③前払い退職金 １２．００ ▲７．５９ １９．５９ 
④確定拠出年金（個人型） ８．００ １．９２ ６．０８ 
⑤退職一時金 ５．００ ０．９５ ４．０５ 
⑥確定給付企業年金（基金型） ２．００ ▲１３．５４ １５．５４ 
⑦その他 ２．００ ▲０．０３ ２．０３ 
⑧厚生年金基金 １．００ １．００ ０．００ 
適格年金を保有する企業に廃止後の予定（複数回答）を尋ねたところ、以下の２つに回答が集中したようです。 
「規約型確定給付企業年金に移行する」 ６１．４６％ 
「確定拠出年金に移行する」      ４４．７９％ 
 
上記は、「日経企業年金実態調査」の一部ですが、これらの調査結果も踏まえて退職給付制度等の今後の傾向は個人

的には以下のように考えています。 
 
退職一時金は、採用している制度の占率として低下傾向にはあるものの、規約型の確定給付企業年金とともに確定

給付型として退職給付制度全体の中で比較的大きな存在感を維持することになると思われます。 
 
確定拠出年金の増加傾向が著しいものの、確定給付型との併用が中心となり、当面は複数の退職手当制度を確定拠

出年金に一本化させることは難しいと思います。 
 
特に従来から各種制度が手当されている多くの企業では、確定拠出年金導入時の労使交渉において、加入者が負担

することになる運用・コスト等に係るマイナスイメージがあるため確定拠出年金の段階的な導入で提案せざるを得

ない状況にあるのではないでしょうか。 
 
また、適格年金等から確定拠出年金に移行する際に確定拠出年金の掛金を決定するための要件の一つである想定利

率と確定拠出年金における平均的な加入者の実質運用利回りとの格差、さらには一部の運用成果が高い加入者と平

均的な加入者との格差が拡大する傾向にあり、この面からも確定拠出年金に一本化した導入は難しい状況にありま

す。 
 
厚生年金基金は、単独・連合型の代行返上と解散が一段落したため、基金型の確定給付企業年金とともに退職給付

制度全体の中でその占率が相対的に微減していくと思います。 
 
一方で退職給付制度の不採用と前払い退職金が増加傾向にありますが、アンケートでそれぞれがどのように定義さ

れ、理解されたか不明であるため個々の傾向を予見することは差し控えます。 
ただ、前払い退職金と他の退職給付制度との選択制を採用する（している）場合は、所得課税や広義の社会保険料

負担との関係などから前払い退職金を選択した者と他の退職給付制度を選択した者とでモチベーションに影響を与

えないような選択方法の構築と周知に留意する必要があります。 
 
つぎに確定拠出年金導入先の実態として企業年金連合会の「確定拠出年金に関する実態調査」結果概要からもいく

つかご紹介します。 
調査方法は、２００６年５月末時点の確定拠出年金実施規約１，８９８件をベースとして２００６年８月１１日に
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調査票を送付し、８月末日締め切りで有効回答５２１件（回答率２７．４％）を回収した。 
 
◆ 確定拠出年金規約ごとの従業員数規模と設立形態 
ａ：確定拠出年金規約ごとの従業員数分布（有効回答４９１） 
１００～２９９名以下・・・２９．３％ 
１，０００名以上・・・２８．１％ 

３００～９９９名以下・・・２３．４％ 
     ９９名以下・・・１９．１％ 

 
ｂ：確定拠出年金規約ごとの設立形態（有効回答５１７） 
企業単位で１規約（いわゆる単独設立）・・・・・・・・・・・・６５．６％ 
グループ企業等の複数企業で１規約（いわゆる連合型設立）・・・２９．２％ 
複数企業で１規約（いわゆる総合型設立）・・・・・・・・・・・・５．２％ 

 
ｃ：確定拠出年金の連合型適用事業所数（有効回答８２） 
  ２～  ５・・・６４．６％ 
  ６～ １０・・・１８．３％ 
 １１～ ２０・・・１２．２％ 
 ２１～１００・・・ ４．９％ 
 
ｄ：確定拠出年金の総合型適用事業所数（有効回答１９） 
  ２～ １０・・・５２．６％ 
 １１～ ２０・・・１０．５％ 
 ２１～１００・・・２６．３％ 
 １０１～  ・・・１０．５％ 
 
上記「ａ」や「ｂ」による確定拠出年金規約ごとの従業員数分布や設立形態だけでは今後の傾向が読みにくいため、

設立形態ごとの従業員数分布も欲しいところです。 
それにしても「ｂ」の結果は、私の実感以上に単独設立が多いのに驚きました。 
私の実感では設立当初は単独で設立しても、その後に連結対象子会社、関連会社などとの連合型に変更する規約や

設立時から労働組合や健康保険組合などとの連合型が多いように感じていましたが、一つの理由として各運営管理

機関の受託競争（価格競争）により、単独設立と連合型や総合型とのコスト差があまり開いていないためにこのよ

うな結果になっているのかもしれません。 
コスト面からは連合型、総合型のほうがコストを低減する余地はあります。 
上記「ｃ」や「ｄ」によると連合型、総合型とも現状では適用事業所数が少なく、スケールメリットについて言及

する材料に乏しいですが、今後は規約の統合等によりコストの低減を図ろうとする事業主の思惑と受託先に割り込

もうとする運営管理機関の思惑がぶつかり合う局面が多くなるでしょう。 
また、簡便な制度設立と低コストを謳い文句にする総合型は、適格年金の廃止に向けて生保を中心とした運営管理

機関が総合型を受託の選択肢に加えてきましたので、総合型をメインとする既存の運営管理機関と本格的な受託競

争がはじまるでしょう。 
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◆ 確定拠出年金の設立方法と他制度との関係 
 
下記「ａ」、「ｂ」による実態調査の回答では、「確定拠出年金制度の設立方法」の４分の３以上が資産移換により設

立されていますが、「資産を移換した制度」は６割以上が適格退職年金で、平成２４年（２０１２年）３月末の制度

廃止に向けて今後も高い占率を維持した状態が続くでしょう。 
また、「ａ」によると「確定拠出年金制度の設立方法」のうち８割以上が従前の制度を解約（廃止）していますが、

「ｃ」を見ると「確定拠出年金制度の導入後」も６割以上は他制度を併用していることがわかります。 
先の「日経企業年金実態調査」と同様に、この「確定拠出年金制度に関する実態調査」においても確定拠出年金へ

の一本化が難しい状況にあるようです。 
下記「ｄ」の「確定拠出年金制度と併用される制度が１制度」のとき、併用される制度は６割近くが退職一時金制

度です。 
これはさまざまなケースが考えられますが、例えば適格退職年金を解約して確定拠出年金制度を設立しても、適格

退職年金の解約時の精算額が、過去に退職一時金制度から適格退職年金制度に移行したときの割合（全部移行また

は内枠移行の割合）との関係から当該移行割合による計算額を下回る場合などでは退職一時金制度の一定割合を残

すか、不足分を退職一時金制度で手当するケースが多いためだと考えられます。 
このような結果からも退職一時金の占める割合は、比較的高い割合を維持することになると思われます。 
なお、下記「ｅ」のとおり併用される制度が増えることにより、当然ですが「他制度と併用している確定拠出年金

の採用割合」は低くなっています。 
 
ａ：確定拠出年金制度の設立方法（有効回答５０６） 
従前の制度を解約、確定拠出年金に資産移換をして設立・・・７５．１％（有効回答３８０） 
新規に確定拠出年金制度を設立・・・・・・・・・・・・・・１７．８％（有効回答 ９０） 
従前の制度を解約、従業員に分配後に設立・・・・・・・・・ ７．１％（有効回答 ３６） 

 
ｂ：資産を移換した制度の内訳（有効回答３７７） 
 適格退職年金のみ・・・・・・・・・６４．２％ 
 退職一時金のみ・・・・・・・・・・１３．３％ 
 厚生年金基金のみ・・・・・・・・・ ７．２％ 
 退職一時金と適格退職年金・・・・・ ６．４％ 
 確定給付企業年金のみ・・・・・・・ ５．８％ 
 退職一時金と確定給付企業年金・・・ １．１％ 
 退職一時金と厚生年金基金・・・・・ ０．８％ 
 適格退職年金と厚生年金基金・・・・ ０．８％ 
 その他・・・・・・・・・・・・・・ ０．６％ 
 
ｃ：確定拠出年金制度導入後の他制度との併用状況（有効回答３４２） 
 確定拠出年金のみ採用・・・３９．５％（有効回答１３５） 
 確定拠出年金＋１制度・・・４６．８％（有効回答１６０） 
 確定拠出年金＋２制度・・・１３．７％（有効回答 ４７） 
 
ｄ：「確定拠出年金＋１制度」での他制度の内訳（有効回答１６０） 
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 退職一時金・・・・・・５８．１％（有効回答９３） 
 確定給付企業年金・・・２４．４％（有効回答３９） 
 適格退職年金・・・・・ ９．４％（有効回答１５） 
 厚生年金基金・・・・・ ４．４％（有効回答 ７） 
 中退共・・・・・・・・ ３．７％（有効回答 ６） 
 
ｅ：他制度と併用している確定拠出年金の採用割合（有効回答２０７） 
 確定拠出年金＋１制度・・・平均４４．４％ 
 確定拠出年金＋２制度・・・平均２９．８％ 
 
◆ 確定拠出年金の加入者資格と選択制 
 
下記「ａ」の「確定拠出年金加入者資格の与え方」の回答で、何らかの制約を設けている規約が６割以上もある（制

約のない「全員加入」は３割強しかない）のは驚きです。 
「その他」とされている加入者資格の割合も高いですが、どのような制約を設けているのか内訳に興味があります

が、複数の制約を組み合わせているケースなのかもしれません。 
加入者資格のうち、例えば「希望する者のみ加入」は、前払い退職金などとの選択制による場合と考えられますの

で合理性がある加入者資格です。 
「一定の年齢未満のみ加入」も確定拠出年金制度を設立する際に５０歳以上の従業員が６０歳から老齢給付金を受

給するために必要な１０年以上の通算加入者等期間を満たすことができないことを理由として設ける場合などは合

理性があります。 
また、「一定の職種のみ加入」についても給与水準等労働条件が別に規定されているなど他の職種と異なることを理

由として設ける場合はこちらも合理性があります。 
しかし、確定拠出年金では加入者資格により特定の者を除外するとき、原則として確定拠出年金の掛金と概ね同額

の金銭などによる代替給付が必要になりますので、「一定の勤続年数のみ加入」による加入者資格を設けるのは一般

的には合理性に欠けるように思います。 
ただし、短期勤続による退社が比較的多いときに加入者教育に係るコストを抑えるために一定の勤続年数による加

入資格を設けて在籍率が安定したときに加入させる場合や、加入対象者数が多いときに投資教育期間が限定される

ため一定の期間による加入資格を設けて事前に十分な投資教育期間を設けてから加入させる場合などは、それなり

に合理性があるでしょう（微妙ですが・・）。 
なお、「その他」はその内訳がわからないので言及できません。 
下記「ｂ」の「確定拠出年金加入選択制の有無」によると「加入選択制あり」が３割以上ありますが、そのうち８

割近くが確定拠出年金に加入をしていることが「ｃ」の回答でわかります。 
単純に計算すると加入対象者のうち確定拠出年金に加入しない方は１割に満たないことになります。 
運用に不安があるものの、税制の優遇措置などに確定拠出年金のメリットを感じている方が多いのかもしれません

が、加入者の意識調査を待つ必要があります。 
加入しない理由は、例えば将来の老後資金のための運用より目先の住宅ローンの返済や教育資金に充てたりするこ

となどが考えられますが、加入しなかった方たちの意識調査も欲しいところです。 
下記「ｄ」は、「前払い退職金と確定拠出年金掛金との割合変更」についての調査です。 
「できない」という回答がほぼ９割ですが、これは前払い退職金などとの選択制そのものがない場合と前払いか確

定拠出年金かのいずれかを選択させる場合の２パターンを含んだものであろうと考えられます。 
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回答のうち１割程度は割合や額で変更できるようですが、所得課税や広義の社会保険料負担との関係などから前払

い退職金と確定拠出年金制度の掛金相当額との選択割合の設定によって人事政策上に悪影響を及ぼすことがないよ

うな選択方法の構築と周知に留意する必要があります。 
なお、事業主が負担する法定福利費等を軽減することを目的として現行の給与の一定額を確定拠出年金の掛金に振

り替える「給与振替スキーム」と称する提案が一部の運営管理機関やコンサルタントから行われているようですが、

安易にこのような提案を採用することは確定拠出年金制度の本来の趣旨を逸脱することになります。 
おそらく、ある服飾メーカーが採用した方式の上辺だけを取り入れたものだと思いますが、そもそもは従業員の働

く意識や給与などに対する明確な考え方と思考から生まれたものであり、人事政策として退職給与を含めた給与制

度の全般的な再構築の中で検討すべきものであることを理解してください。 
 
ａ：確定拠出年金加入者資格の与え方（複数回答可５８７） 
 全員加入・・・・・・・・・・３７．１％（有効回答２１８） 
 その他・・・・・・・・・・・２１．１％（有効回答１２４） 
 希望する者のみ加入・・・・・１９．４％（有効回答１１４） 
 一定の年齢未満のみ加入・・・１０．１％（有効回答 ５９） 
 一定の職種のみ加入・・・・・ ９．６％（有効回答 ５６） 
 一定の勤続年数のみ加入・・・ ２．７％（有効回答 １６） 
 
ｂ：確定拠出年金加入選択制の有無（有効回答５１７） 
 加入選択制なし・・・６７．１％（有効回答３４７） 
 加入選択制あり・・・３２．９％（有効回答１７０） 
 
ｃ：「加入選択制あり」のうち確定拠出年金加入選択率（有効回答１５５） 
 平均７６．４１％ 
 
ｄ：前払い退職金と確定拠出年金掛金の割合を、従業員が任意に変更できるか（有効回答５１５） 
 できない・・・・・・・８９．３％（有効回答４６０） 
 割合で変更できる・・・ ８．０％（有効回答 ４１） 
 定額で変更できる・・・ ２．７％（有効回答 １４） 
 
◆ 掛金の設定方法と事業主返還 
 
ａ：掛金の算定方法（有効回答５１３） 
 一律定率・・・・・・・・・・・・・・４３．１％（有効回答２２１） 
 職種・資格・等級で段階的に設定・・・３９．８％（有効回答２０４） 
 一律定額・・・・・・・・・・・・・・１４．６％（有効回答 ７５） 
 定額と定率との組合せ・・・・・・・・ ２．５％（有効回答 １３） 
 
上記「ａ」の「掛金の算定方法」の回答では、「一律定率」（「給与等に対する定率」と思われる）が４割以上あるも

のの、規約承認基準に抵触するような「職種・資格・等級で段階的に設定」が４割近くあります。 
おそらく「職種・資格・等級で段階的に設定」とは「ポイント制」によるものと思われますが、調査票の選択肢の
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文言はもう少し配慮すべきだと思います。 
「一律定率」が「給与等に対する定率」で、「職種・資格・等級で段階的に設定」が「ポイント制」であると理解す

ると、他のさまざまな調査と比較すると妥当な占率です。 
確定拠出年金制度が他の制度、特に確定給付型の企業年金制度と併用される場合は、企業年金制度の掛金の算定方

法も同じ「給与等に対する定率」または「ポイント制」になっているでしょう。 
 
ｂ：確定拠出年金制度導入時の想定利回り分布（有効回答３５７） 
 ０％・・・・・・・・・・・・・ ２．５％（有効回答  ９） 
０．０％超～１．０％以下・・・ ５．３％（有効回答 １９） 
 １．０％超～１．５％以下・・・ ７．８％（有効回答 ２８） 
 １．５％超～２．０％以下・・・２９．４％（有効回答１０５） 
 ２．０％超～２．５％以下・・・３８．４％（有効回答１３７） 
 ２．５％超～３．０％以下・・・１０．４％（有効回答 ３７） 
 ３．０％超～５．０％以下・・・ ５．６％（有効回答 ２０） 
 ５．０％超～・・・・・・・・・ ０．６％（有効回答  ２） 
（参考）「想定利回りなし」が、上記とは別に１２７件あります。また想定利回りの平均は、２．２６％とされてい

ます。 
 
確定拠出年金の掛金額を設定するために必要となる「想定利回り」の分布は上記「ｂ」のとおりですが、１．５％

超～２．５％以下の範囲で７割近くになります。 
想定利回りの平均が２．２６％とされていますが、こういうケースでの平均値に意味はなく、もう少し詳細な度数

分布による最頻値（ｍｏｄｅ）を明らかにすべきで、現実的には２．０％または２．５％に集中しているのではな

いかと思われます。２．０％以上２．５％以下の範囲は、０．１％刻みの調査が必要です。 
なお、「想定利回りなし」が１２７件もあり、有効回答３５７件を含めたすべての回答の４分の１以上に達し、これ

は今後の確定拠出年金制度を導入する際の大きな警笛だと考えます。 
従来からの退職給付制度の有無にかかわらず、少なくとも想定利回りと掛金額により確定拠出年金の予想給付額を

算出・把握することは必要です。 
従来からの退職給付制度がある場合は、当該退職給付制度のモデル退職給付額をベースに確定拠出年金制度への移

行割合に応じて計算される額と確定拠出年金の予想給付額が等しくなるように想定利回りと掛金額を設定すること

が必要になります。 
また、退職給付制度がない場合でも、従業員に対する人事政策上の評価体系と財務上の長期・継続的な資金確保の

観点からも想定利回りと掛金額による確定拠出年金の予想給付額の算出は必要になります。 
さらに、確定拠出年金導入時の労使合意条件の決定や導入後の継続教育メニュー決定（想定利回りを下回る運用状

況にある加入者群については少なくとも継続教育の対象者としての認識が必要）の観点からも確定拠出年金の予想

給付額を算出するための想定利回りは、非常に重要な位置づけにあります。 
確定拠出年金制度の導入をお勧めするほとんどの運営管理機関や年金数理人、コンサルタントは、これらのことを

十分に承知されているはずですが、導入する企業と加入者のために適切な制度設計をすることが求められます。 
 
ｃ：拠出限度額への到達状況（有効回答５０８） 
 全員が限度額以内・・・・・・７８．１％（有効回答３９７） 
 限度額に達し調整している・・２１．９％（有効回答１１１） 
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ｄ：うち調整している企業の対応（有効回答１０７） 
 超過分は前払いで現金支給・・・・・・・６１．７％（有効回答６６） 
 退職一時金、確定給付型制度に反映・・・２８．０％（有効回答３０） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・・・１０．３％（有効回答１１） 
 
上記「ｃ」の「拠出限度額への到達状況」によると、８割近くが「全員が限度額以内」とされていますが、これが

上記の想定利回りによる確定拠出年金の予想給付額を算出した掛金額をベースとするものであれば良いのですが、

「ｂ」の「想定利回りなし」１２７件の回答との相関関係を見てみたいものです。 
さて、以前の拠出限度額引上げのときも「限度額に達している」割合が３割近くになったときに拠出限度額引上げ

の方向性が出たように記憶していますが、初の５年目の見直し時期である今回はどうでしょうか。 
引上げの判断材料はいくつかあると思います。 
例えば、拠出限度額を超過している加入者数が一定の占率を超えている規約の割合、さらには企業が準備している

退職給付制度が確定拠出年金制度だけか、他の制度と併用されているかなど、それぞれの相関関係も含めて判断材

料になります。 
また、「ｃ」で８割近くが「全員が限度額以内」となっているのは、実は既存の退職給付制度から確定拠出年金制度

に移行する際に拠出限度額の関係から「全員が限度額以内」となる範囲でしか移行できなかったということもある

と思います。 
「ｄ」の回答では、拠出限度額超過分を「調整している企業の対応」として「退職一時金、確定給付型制度に反映」

が３割弱、「超過分は前払いで現金支給」が６割以上になっています。 
企業年金連合会は「ｃ」と「ｄ」の回答から「約２割の規約で拠出限度額へ達している加入者がおり、その６割が

現金で精算となっている。退職給付の積立が十分に行われていないおそれがある。→法律改正が期待される」とコ

メントされていますが、拠出限度額の引上げがすべての問題解決になるわけではないと思います 
現金精算になるのは、掛金が「給与等に対する定率」または「ポイント制」により算定される制度で、給与やポイ

ントが高い一部の加入者の拠出限度額が超過するためだと考えられます。 
これは、既存の退職給付制度から確定拠出年金制度への移行割合の設定が想定利回りに基づき算定されていなかっ

た、もしくは算定の精度が低かったのではないかと思われます。 
拠出限度額に関する調査は、もう少し回答内容のそれぞれの相関関係がわかるような工夫をしていただくと原因分

析も精緻になります。 
 
ｅ：事業主返還規定の有無（有効回答５１５） 
 返還の規定がある・・・６４．７％（有効回答３３３） 
 返還の規定はない・・・３５．３％（有効回答１８２） 
 
ｆ：事業主返還規定がある場合の内容（有効回答３０９） 
 勤続３年未満は全員掛金返還・・・９４．８％（有効回答２９３） 
 勤続年数で返還率を規定・・・・・ ５．２％（有効回答 １６） 
 
事業主返還金に関する「ｅ」と「ｆ」の回答のうち、前払い退職金との選択制がある場合には「返還の規定がない」

はずですので、前回の「ｂ」よる「確定拠出年金加入選択制の有無」で「加入選択制なし」の有効回答が３４７件

でしたので、ほとんどの規約で「返還の規定がある」ことになります（３４７分の３３３として約９６％以上）。 
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なお、「ｆ」に回答の選択肢が２つしか設けられていませんが、退職事由（懲戒解雇、自己都合退職など）によって

返還の対象となる勤続年数や返還率を規定しているケースもあるはずです。 
今後の調査においては選択肢を増やすなどの配慮が必要です。 
なお、事業主返還の対象勤続年数や返還率が、懲戒解雇と自己都合退職いずれも同じであるケースが多く見受けら

れますが、一般的な就業規則等の規定内容から考えて疑問に思っています。 
 
◆ 費用負担状況 
 
ａ：加入者に対する費用負担（運用に関する手数料はのぞく）（有効回答５２０） 
 負担はない・・・・・・９７．７％（有効回答５０８） 
 一部徴収している・・・ ２．３％（有効回答 １２） 
 
ｂ：受給者に対する費用負担（運用に関する手数料はのぞく）（有効回答５０１） 
 受給者の負担はない・・・・・・・・・６０．３％（有効回答３０２） 
 受給者から一定額を徴収している・・・３９．７％（有効回答１９９） 
 
上記「ａ」の「加入者に対する費用負担」では、｢一部徴収している｣という回答が例外的な取扱いとみなされるく

らい｢負担がない｣という回答が圧倒的な占率になっていますが、実態は運用に関する費用も含めて加入者に負担さ

せないケースが一般的であろうと思われます。 
「ａ」に対して「ｂ」の「受給者に対する費用負担」では、４割近くが｢受給者から一定額を徴収している｣とされ

ています。 
個人的には｢ａ｣の回答とは全く逆に、受給者が負担するケースが圧倒的な占率になると思っていましたので、運用

に関する手数料を除いているにしても６割以上が「受給者の負担はない」と回答されていることに驚いてしまいま

した。 
老齢給付金の年金選択率が低いうちは、コスト負担面で大きな問題にはならないでしょうが、終身を含めた長期の

支給期間が選択できる年金の選択率が高くなったとき、超長期にわたって一部とはいえコスト負担しつづけること

が、企業にとって大きな負担になるだけでなく、一時金を選択した者との公平性が損なわれると思います。 
手数料負担の規約変更は、退職者も関係するため現実的には非常に困難です。 
したがって、確定拠出年金制度を導入するときは年金支給期間の設定を含むあらゆる観点から手数料負担者と負担

割合について慎重に検討されることをお勧めします。 
 
ｃ：徴収している場合の方法（有効回答１９５） 
 振込みにかかる手数料を徴収・・・４５．６％（有効回答８９） 
 口座維持の手数料を徴収・・・・・４５．１％（有効回答８８） 
 その他・・・・・・・・・・・・・ ９．２％（有効回答１８） 
 
｢ｃ｣のとおり「徴収している場合の方法（費目？）」は、「振込み」と「口座維持」の２つの手数料で９割以上を占

めており、その他の費目はほとんどありません。 
 
◆ 老齢給付金の受取規定 
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ａ：年金受取方法（有効回答５２１） 
 複数年の選択可能な受取年数を定めている・・・５９％（有効回答３１０） 
 ５～２０年の範囲で自由に定める・・・・・・・２９％（有効回答１５２） 
 受取年数を一つに定めている・・・・・・・・・ ７％（有効回答 ３５） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５％（有効回答 ２４） 
 
ｂ：一時金受取方法（有効回答５０６） 
 ２５％、５０％、１００％のように受取割合を定める・・・５１％（有効回答２６３） 
 受給者が受取割合を自由に定める・・・・・・・・・・・・３７％（有効回答１８５） 
 受取割合をひとつに定めている・・・・・・・・・・・・・１０％（有効回答 ４９） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２％（有効回答  ９） 
 
上記「ａ」の「年金受取方法」によると９割近くが年金支給期間を複数または一定の範囲から決めることができる

自由度の高い制度となっています。 
上記の回答では明らかではありませんが、確定拠出年金の運用商品に生命保険会社の利率保証型の保険商品（元本

確保型商品でいわゆるＧＩＣ）が選定されている場合は、終身受取も可能になっている場合が多いと思われます。 
また、「受取年数を一つに定めている」は、厚生年金保険の支給開始年齢までのつなぎ年金として「５年」だけにし

ているものがあると思われます。 
「ｂ」の「一時金受取方法」も「ａ」の回答と同様に９割近くが受取割合（選択割合）の自由度が高い制度となっ

ていますが、この調査項目が受給権取得時に限定したものか、年金開始後の選択も含むものかはっきりしません。 
 
◆ 制度運営状況の把握（継続教育の観点から分析） 
 
継続教育は、確定拠出年金制度に加入した者に対して、①制度に関する理解を深める、②加入後の運用成果に応じ

た投資知識の啓蒙に努める、③リタイアメントプログラム（退職後のライフプランの設計）のサポートをすること

などが挙げられます。 
また、加入選択制によって未加入者となっている者に対しても、確定拠出年金制度を活用したライフプランの設計

などの継続教育を行うことも望ましいと考えられます。 
確定拠出年金制度の導入時教育が、すべての加入者に一律の教育プログラムを提供していたのに対し、継続教育は、

上記のように加入者等の現況に応じた一定の群団ごとに必要な教育プログラムを用意して、かつ教育効果を上げる

必要があります。 
継続教育を効果的なものにするためには、加入者等に対する調査や運営管理機関に対する情報収集が必要になりま

す。 
下記「ａ」の加入者（従業員）に対する利用実態把握では、８割以上が「調査したことがない」としており、「ｃ」

の運営管理機関からの情報収集でも定期的なモニタリングレポートを提供している運営管理機関がほとんどだと思

われますが、それでも３割以上が「情報収集していない」としており、企業側の関心の低さには問題があります。 
「ｂ」、「ｄ」の調査内容、収集内容がいずれも複数回答されていることを考えると、調査・収集している企業と、

していない企業との取組み格差は大きいと考えられます。 
「ｅ」の定年退職者にいたっては「運営管理機関などを通じて把握」でさえ、２割程度しかありません。 
企業年金連合会のコメントでは「従業員規模の大きい企業ほど把握率は高い。また、ＤＣの専担者、担当部署のあ

る企業ほど把握率は高い」とされていますが、同じことが継続教育に対する取組みにも現れているようです。 
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ａ：加入者（従業員）に直接調査を行い、利用実態を把握している（有効回答５１５） 
 調査したことはない・・・８３．１％（有効回答４２８） 
 調査したことがある・・・１６．９％（有効回答 ８７） 
 
ｂ：「調査したことがある」の調査内容（有効回答者８５、複数回答による有効回答１８２） 
 ＤＣ制度理解状況など・・・・・・・７８．８％（有効回答６７） 
 投資理解、継続教育の要望など・・・７６．５％（有効回答６５） 
 資産運用の状況など・・・・・・・・５２．９％（有効回答４５） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・ ５．９％（有効回答 ５） 
 
ｃ：運営管理機関から加入者の投資状況等情報収集している割合（有効回答５０３） 
 運営管理機関から情報収集・・・６９．４％（有効回答３４９） 
 情報収集していない・・・・・・３０．６％（有効回答１５４） 
 
ｄ：「情報収集」の収集内容（有効回答者３４２、複数回答による有効回答６３５） 
 従業員の資産配分状況や実績など・・・８３．３％（有効回答２８５） 
 従業員の運用指図状況など・・・・・・５５．３％（有効回答１８９） 
 ＨＰ、コールセンターの利用状況・・・４４．２％（有効回答１５１） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・・ ２．９％（有効回答 １０） 
 
ｅ：定年退職者の給付状況（給付選択）の把握（有効回答４２７） 
 全く把握していない・・・・・・・・７６．１％（有効回答３２５） 
 運営管理機関などを通じて把握・・・２３．９％（有効回答１０２） 
 
◆ 継続教育の実施状況 
 
ａ：継続教育の実施状況（有効回答数が不明） 
 実施していない・・・・・・・４６．２％ 
 既に実施済である・・・・・・２２．９％ 
 現在計画中である・・・・・・２０．４％ 
 既に複数回実施済である・・・１０．６％ 
 
上記「ａ」の「継続教育の実施状況」によると「実施していない」が５割近くあり、ここでも企業年金連合会のコ

メントによると企業間格差が出ているようです。 
前回の「制度運営状況の把握」で加入者（従業員）に対する直接調査をしていない割合が８割を超えていましたが、

制度運営上の協力関係を築くべき運営管理機関からの情報収集すらしていない割合が３割を超えている現状は非常

に危険です。 
確定拠出年金制度の運営には、企業内の運営担当要員や制度維持コストの確保の他、従業員の意識変革や退職給付

制度改革の実現などを含めて、さまざまな課題に直面されていることと思いますが、運営主体である企業自身が経

営層を中心として課題の認識と解決に向けた取り組みを地道に行っていく必要があります。 
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確定拠出年金制度導入後の対応を誤ると数年後には従業員のモチベーションの減退により企業業績に大きな影響が

出る可能性もあります。 
導入企業だけで課題解決を図ろうとする必要はなく、協働関係にある運営管理機関と連携（情報収集と現状認識）

しながら自社の状況に適合した効果的な課題解決アプローチを見つけ、行動（継続教育の実施）していただきたい。 
そのうえで効果の測定・分析と、その結果によっては新たな改善点の洗い出しとアプローチの見直しが必要になり

ます。 
いわゆるＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ：計画、ＤＯ：行動・実施、ＣＨＥＣＫ：分析・評価、ＡＣＴＩＯＮ：改善・

改定）によるアプローチが必要です。 
以下「ｂ」の「継続教育の実施主体」では、半数以上が事業主と運営管理機関との協力関係にあり、望ましい姿だ

と感じます。 
「事業主が中心」および「運営管理機関が中心」という回答も合計すると半数近くありますが、お互いの連携は不

可欠です。 
 
ｂ：継続教育の実施主体（有効回答数が不明） 
 事業主と運営管理機関の協力・・・５０．２％ 
  うち事業主主導・・・・・・４０．４％ 
    運営管理機関主導・・・５９．６％ 
 事業主が中心・・・・・・・・・・２６．９％ 
 運営管理機関が中心・・・・・・・１９．４％ 
 外部投資教育会社や労働組合・・・ ３．６％ 
 
ｃ：継続教育の実施方法（有効回答） 
 集合研修・・・・・・・・・・・・・・７５．３％（有効回答１７４） 
 臨時発行物・・・・・・・・・・・・・４６．３％（有効回答１０７） 
 定期発行誌（社内報等）・・・・・・・・２９．４％（有効回答 ６８） 
 ビデオ研修・・・・・・・・・・・・・２４．７％（有効回答 ５７） 
 個別回答体制（コールセンター等）・・・１７．３％（有効回答 ４０） 
 ＩＴ研修・・・・・・・・・・・・・・１０．０％（有効回答 ２３） 
 その他・・・・・・・・・・・・・・・・０．９％（有効回答  ２） 
 
継続教育の実施方法は、以下の４つに分類することができます（個人的な分類です）。 
拘  束  型：講師派遣、ビデオ視聴による集合研修で就業時間内・時間外に一定の場所・時間拘束される受動

的な教育。 
受講側の関心度、知識水準に関係なく同じ教育ツールが使用されるが、全員に一定水準の教育を施

すことができる。 
自  習  型：冊子配布、ビデオ・ＣＤ-ＲＯＭ配付により受講側の自主性に任せた教育。 

比較的簡易に行うことができるが、無関心層には不向き。 
Ｆ Ａ Ｑ 型：相談コーナー設置、コールセンター・メールボックス開設により、加入者等からの質疑に回答す

るため、知識を深め、定着させるには適しているが、他の実施方法との併用が必要。 
サイトマップ型：Ｗｅｂ・イントラネットによりオンラインセミナー・シュミレーションツールを提供するため、

受講側の関心度、知識水準に応じたツールの提供やシュミレーションゲームなど無関心層向けのツ
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ールを用意することができるが、能動的な教育になるためコンテンツや操作性の出来具合に影響さ

れるところがある。 
上記「ｃ」の「継続教育の実施方法」によると自習型である「臨時発行物」、「定期発行誌（社内報等）」、「ビデオ研

修」の占率が最も高いですが、拘束型である「集合研修」も７割以上と単独の実施方法では最も多くなっています。 
つぎにＦＡＱ型の「個別回答体制（コールセンター等）」が続きますが、意外とサイトマップ型の「ＩＴ研修」が低

く、運営管理機関側または企業側でツールの提供が準備できていないからか、加入者が使いこなす段階に至ってい

ないからか、実情はわかりませんが、加入者の関心度や知識水準に応じてさまざまなコンテンツを提供できること

から今後は継続教育のツールとして利用価値が高くなると思います。 
ただし、高年齢層に拒否反応が出ないような親和性のある画面構成と操作性などに工夫が必要です。 
 
参考：加入者実態調査（継続教育に向けて） 
ＮＰＯ法人確定拠出年金教育協会とフィデリティ投信の２年前の調査（２００４年１２月１４日厚生労働省確定拠

出年金連絡会議第１２回資料「企業型確定拠出年金の加入者実態調査～継続教育に向けて～」 
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1214-5c.html）では、加入者を次のように分類して、さまざまな分析を試
みています。 
調査対象は、確定拠出年金制度を導入してから１年以上経過している企業５社のＤＣ加入者７，２２７名、有効回

答数４，３８１名から層化抽出を行い、２，４８０名で集計されています。 
まず加入者の資産残高比率から投資信託の配分割合が５０％以上を「投資信託派（投信派）」とし、元本確保型商品

の配分割合が５０％以上を「元本確保派（元本派）」として２派に区分し、それぞれの特徴として「投信派」」は、

投資志向があるというより「革新派」として環境変化への適応力があるとしています。「元本派」は、単に保守的と

いうより「無党派」である無関心、無理解層（特に女性）と「革新的保守派」として特に５０代男性層を挙げてい

ます。 
 
・投資信託の理解度認識 
 「よく知っている」「大体知っている」：元本派１３．４％＜投信派２４．４％ 
 
・商品選定時での最重視項目 
 「元本割れする可能性があるかどうか」：元本派４９．０％＞投信派２５．８％ 
 「高いリターンが期待できるかどうか」：元本派１０．７％＜投信派３２．２％ 
 
・情報環境の利用状況 
 コールセンター・インターネット（Ｗｅｂ）サービスの「情報環境の利用状況においては職種、年齢による差が

認められる」としており、インターネット（Ｗｅｂ）サービスの利用状況で「利用したことがある」という回答は

以下のとおりです。 
 元本派  １５．８％＜投信派 ３７．４％ 
販売・営業１１．７％＜研究開発５０．０％ 

 
 なお、加入者レポート／資産残高明細書の評価として「ほとんど目を通していない」「目を通した覚えがない」と

いう回答の合計が全体の２８．１％もあり、「目を通した覚えがない」という回答が２０代では２５．９％にものぼ

ります。 
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・スイッチングの有無 
「ある」：元本派１．９％＜投信派７．８％ 

 
・毎月の掛け金の配分変更の有無 
「ある」：元本派３．１％＜投信派１０．３％ 

 
・今後の資産配分の変更意向 
 「今後機会があれば変更したい」（全体の５７．５％）：元本派５４．５％＜投信派７１．９％ 
 一方、「資産配分変更を行わない」が全体の３５．３％あり、その理由として上位の一部を抜粋すると 
 ①リスク性金融商品に馴染みがないから（よく知らないから）：３１．８％ 
 ②資産運用に自信が持てないため             ：２９．９％ 
 ③景気の好転が見られないため              ：２７．０％ 
 ④資産配分の変更方法がわからないため          ：２０．０％ 
 ⑤確定拠出年金に興味・関心がないため          ：１８．７％ 
⑥リスクのある金融商品は危ないから           ：１７．９％ 

 
・今後、入手欲求が高い情報項目（複数回答） 
 比較的基本的な情報の入手欲求が強く、「投信派は、運用実践面の情報欲求が高い」とされています。 
 ①自社の退職給付制度全体の詳細     （全体の５０．６％）：元本派５２．０％＞投信派４８．４％ 
 ②自社の確定拠出年金制度の詳細     （全体の４１．７％）：元本派４４．８％＞投信派３７．２％ 
 ③受取りの開始時期と受給手続方法    （全体の３５．０％）：元本派３９．２％＞投信派３４．２％ 
 ④自分に合う資産配分の作り方      （全体の３１．３％）：元本派３１．９％＜投信派３７．３％ 
 ⑤経済・金融全般についての基礎知識   （全体の２５．４％）：元本派２３．６％＜投信派３３．６％ 
 ⑥ライフプランの考え方と設計方法    （全体の２４．５％）：元本派２６．３％＜投信派２６．８％ 
⑦離職、転職時の資産移換手続方法    （全体の２３．９％）：元本派２３．３％＜投信派２３．８％ 
 ⑧資産残高とその確認方法        （全体の２３．８％）：元本派２４．８％＜投信派２５．１％ 
 ⑨投資とリスク・リターン        （全体の２１．４％）：元本派１９．３％＜投信派２５．２％ 
 ⑩運用商品情報とその収集方法      （全体の１８．０％）：元本派１９．４％＜投信派２５．１％ 
 ⑪運用指図の方法            （全体の１５．０％）：元本派１６．１％＜投信派１８．６％ 
 ⑫投資信託について           （全体の１４．８％）：元本派１５．４％＜投信派１８．６％ 
 ⑬リスクの種類とリスクの対応法     （全体の１４．３％）：元本派１４．２％＜投信派１６．４％ 
 ⑭リタイアメントプランの考え方と設計方法（全体の１０．０％）：元本派 ９．８％＜投信派１２．１％ 
 
・情報入手の手段・方法（複数回答） 
 「年齢層によって希望する情報入手の手段・方法が異なる。勤務時間内の社内セミナーの希望が最も多い。特に

２０代はおよそ５０％」とされています。 
 ①社内セミナー・講習会（勤務時間内）４１．３％ 
 ②定期的な確定拠出年金通信（社内報）３６．７％ 
 ③金融商品ガイドブックのような冊子 ３１．６％ 
 ④確定拠出年金ハンドブック     ２９．４％ 
 ⑤社内セミナー・講習会（勤務時間外）２２．６％ 
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 ⑥ＶＴＲ、ＤＶＤ          ２２．５％ 
 ⑦トピックな話題を提供した資料の配布１８．５％ 
 ⑧イントラネット          １７．７％ 
 ⑧外部委託機関のホームページ    １７．７％ 
 ⑩社内の各種相談窓口        １４．３％ 
 ⑪ＣＤ－ＲＯＭ           １１．７％ 
 ⑧外部委託機関のコールセンター    ５．２％ 
 
・継続教育の機会意向 
 「条件つきながら、継続教育はおよそ８割が参加希望。時間的な余裕があれば参加したいは、２０代、３０代に

多く受動的。４０～５０代の高年齢層は、テーマを絞り込んだコンテンツを希望」とされています。 
 ①時間的な余裕があれば参加したい    ３７．４％ 
 ②自分の関心のある中身であれば参加したい２９．６％ 
 ③特に参加したいと思わない       １８．８％ 
 ④積極的に参加したい          １１．２％ 
 ⑤その他・無回答             ２．４％ 
 
・制度および投資信託に関する理解度 
 「概念的な把握はなされているが、運用実務に関する知識は低い。投資信託について知識のある人は総じて理解

度が高い。」とされています。 
 
今後の継続教育への示唆として以下のようにまとめられているように感じました。 
危機感を持っている層もあるが、確信的保守であるものの資産の状況認識に乏しい層がある。 
また若年層、女性を中心とした「無関心・無理解・無行動」という「３無いの悪循環」の連鎖を断ち切ることがで

きない層には、理解度のアップが必要であるが、一律的な動機づけには限界があるため、世代別に動機づけすべき

ではないか。 
また、頭での理解を体で実行するための、体感的プログラムなどにより「習うより慣れろ」的な継続教育が有効で

はないか。 
 


