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企業型年金規約は、運営管理業務を委託された運営管理機関の雛型を利用されるケースが多いと思いますが、以下に掲載する企業型年金規約（本則第６２条まで、

附則が第４条まで）は、厚生労働省から提供されている例です。 
運営管理機関の雛型や企業独自に作成されるものと部分的に内容が異なりますが、一般的な規定の例として参考にしてください。 
２００５年１０月の法改正内容が反映されています。 
解説には以下の確定拠出年金法および関連法令・通達等を略称で表記した条数等や具体的な取扱方法を記載しています。 
・ 法          ：確定拠出年金法 
・ 令          ：確定拠出年金法施行令 
・ 規則         ：確定拠出年金法施行規則 
・ 法令解釈       ：確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について 
・ 規約承認基準     ：確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準について 
・ 企年等個人情報取扱準則：企業年金等に関する個人情報の取扱い準則 
・ 事務取扱準則     ：企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則 
・ Ｑ＆Ａ        ：確定拠出年金Ｑ＆Ａ 
条文等の詳細は、法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiまたは厚生労働省法令等データベースシステム 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html でご確認ください。 

企 業 型 年 金 規 約 解                  説 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この企業型年金規約（以下「規約」という。）は、確定拠出年金法（平成１３年法

律第８８号。以下「法」という。）に基づき、事業主が資金を拠出し、加入者個人が自己の

責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることが

できるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、高齢期における所得の

確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって加入者及び加入者で

あった者の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

① 法第１条(目的)に基づく規定です。 

（事業主の名称及び住所） 

第２条 この規約を適用する事業主の名称及び住所は、別表第１に掲げるとおりとし、○○

株式会社を代表事業主とする。 

① 法第３条(規約の承認)第３項第１号に基づく規定です。 

② 各事業主の登記事項証明書による名称･住所です。 

③ 社会保険適用を受けている主たる事務所の名称･所在地が、社会保険事務所へ
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の届出控え(資格取得届等直近の受付印のあるもの)の主たる事務所の所在地が

登記事項証明書と異なる場合は｢理由書｣を作成し、申請書類に添付(登記事項証

明書の前に添付)する必要があります。 

④ 確定拠出年金制度（以下「ＤＣ」という）においては、共同で実施する場合の

相手方事業主との出資関係・人事交流の有無および業種関係、制度内容に係る

加入資格・掛金等の同一性に関する制約事項はありません。 

このため、加入者の範囲、掛金形態(適用規則、条数)、事業主掛金返還条件、

他制度からの資産移換等が他の事業主と異なる場合は事業主ごとに別表形式で

規定します。 

⑤ 労働組合専従者がいる場合、就業規則、退職金規程等で休職期間の定めがあり、

かつ勤続年数を通算するときは、労働組合も事業主としてＤＣを実施します。 

(参考) 

労働組合法により専従者の報酬は組合が支払うことになりますが、労働組合は

小規模の組合を除き一般的には法人化されており、厚生年金保険の適用事業所

とされます。 

（実施事業所の名称及び所在地） 

第３条 この規約を適用する事業所の名称及び所在地は、別表第２（ア）に掲げるとおりと

する。 

① 法第３条(規約の承認)第３項第２号に基づく規定です。 

② 別表に適用事業所の名称、所在地を記載します。 

なお、一括適用の承認を受けている場合は、事業主が同じである複数の事業

所を一括して同一の事業所とされるため一括適用事業所についてのみ記載しま

す。 

③ 社会保険適用を受けている事業所の名称･所在地は、社会保険事務所への届出

控え(資格取得届等直近の受付印のあるもの)と同じであることが必要です。 

④ 事業主が法人である場合、従業員(７０歳未満の者で役員等を含む。以下同じ)

は全員が厚生年金保険の被保険者となり、原則として従業員が在籍する事業所

は適用事業所とされます。 

⑤ ｢事業所｣は事業活動が行われている一定の場所を指しますが、一地区に作業

所、事務室その他の施設があって、それらが有機的に活動している場合には社
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会通念上一個の事業所と認められるものを一つの事業所として扱います。 

第２章 運営管理業務及び資産管理業務等 

（運営管理業務の委託） 

第４条 事業主は、法第７条(運営管理業務の委託)第１項の規定に基づき、第１号に掲げる

確定拠出年金運営管理機関（以下「委託先運営管理機関」という。）に第２号に掲げる運営

管理業務を委託する。 

(1) 委託先運営管理機関の名称及び所在地 

名称   ××株式会社 

所在地  東京都港区×××１－１－１ 

(2) 委託先運営管理機関が行う運営管理業務 

ア 加入者及び運用指図者（以下「加入者等」という。）の氏名、住所、個人別管理資産

額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知 

イ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関への通知 

ウ 給付を受ける権利の裁定 

エ 運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の

提供 

２ 委託先運営管理機関は次の確定拠出年金運営管理機関（以下「再委託先運営管理機関」

という。）に、前項第２号アからウまでに掲げる業務を再委託する。 

名称   △△株式会社 

所在地  東京都港区△△△２－２－２ 

① 法第３条(規約の承認)第３項第４号､令第３条(企業型年金に係る規約に定め

るその他の事項)第１項第１号､法第７条(運営管理業務の委託)第１項、同第２

項、令第７条(運営管理業務の委託)第１項、令第８条(運営管理業務の再委託)、

規約承認基準別紙１―４、同（２）、同別紙１―１２―アに基づく規定です。 

② 運営管理業務を再委託する場合は、再委託する運営管理機関についても同様に

規定します。 

（資産管理契約の締結） 

第５条 事業主は、法第８条(資産管理契約の締結)第１項の規定に基づき、給付に充てるべ

き積立金について、次に掲げる資産管理機関と資産管理契約たる特定金銭信託契約を締結

する。 

名称   □□信託銀行株式会社 

所在地  東京都千代田区□□□３－３－３ 

① 法第３条(規約の承認)第３項第５号､令第３条(企業型年金に係る規約に定め

るその他の事項)第１項第２号､法第８条(資産管理契約の締結)第１項､令第９

条(資産管理契約)､規約承認基準別紙１―５、同別紙１―１２―イに基づく規定

です。 

② 資産管理契約の要件は、規則第８条(資産管理契約の要件)に基づく規定です。 

③ 運用商品群ごと等により複数の資産管理機関と資産管理契約を締結すること

もできます。 
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第３章 加入者等 

（加入者の範囲） 

第６条 この規約の加入者は、別表第２のア欄に定める実施事業所に使用される６０歳未満

の厚生年金保険の被保険者とする。ただし、次の各号に該当する者を除く。 

(1) 法第１３条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の

取扱い)の規定により、この規約の加入者となれない者 

(2) 別表第２のイ欄に定める時期が到来していない者 

(3) 別表第２のウ欄に定める者。ただし、この規約の加入者となった者は、当該加入者の

任意により脱退することはできないものとする。 

① 法第３条(規約の承認)第３項第６号、法第９条(企業型年金加入者)、令第６条

（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件）(企業型年金に係

る規約の承認の基準に関するその他の要件)第１項第１号、法第１３条(同時に

二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)第１

項、法令解釈第１―１、規約承認基準別紙１―６、同別紙『企業型年金加入者

とすることについての「一定の資格」の内容』、同別紙１―１２―（１）に基づ

く規定です。 

② 加入資格を一定の勤続期間または一定の年齢以上により特定の者を除外する

場合は、法第４条(承認の基準等)(承認の基準等)第１項第２号、令第４条(企業

年金制度)、令附則第２条(適格退職年金契約に関する特例)第１項に基づき、不

当に差別的でないこととし、代替給付等および一定の年齢以上による場合は合

理的な理由が必要です。 

ＤＣ設立時に50歳以上の者を除外する場合は経過措置として附則に規定が必

要です。 

なお、一定年齢未満以下の者を除外することはできません。 

③ 一定の職種の者等を加入者とする場合は、就業規則等により当該者の給与、退

職金、労働条件等が加入者としない者とは別に規定されている必要があり、加

入者としない者には代替給付等が必要です。 

④ 見習期間または試用期間中の従業員は加入者としないこともできますが、代替

給付等は必要です。 

なお、パート等は加入者となる従業員と就業規則等(給与、雇用形態、退職金

適用有無等に係る規定を含む)により待遇格差が大きい場合は代替給付等を行

わなくとも加入者としないことができます。 

⑤ 勤務当初から雇用期間が3年未満であることが雇用契約等により確実に見込ま

れる者については、労使合意により作成される年金規約等により明確化される

のであれば、代替給付等を不要とすることができます。 

なお、｢労使合意により作成される年金規約等｣とは労働者側の意見書の提出
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をもって効力を有する就業規則、給与規定、退職給与規定等ではなく労働協約

又は確定拠出年金規約を指すものと考えられます。 

ただし、雇用期間終了の際に更新し、結果として 3 年以上の雇用期間となる

ことが見込まれるときは加入対象者とすることが望ましいです。 

⑥ 加入選択制により希望する者を加入者とする場合は、加入者とならない者に対

して代替給付等が必要です。 

⑦ 上記の｢代替給付等｣とは、企業型年金の事業主掛金と概ね同額の金銭によるも

のとし、内容は給与規程等に規定する必要があります。 

⑧ また、一定の職種または勤続期間により加入者とならない従業員には、企業年

金制度または前払い制度を含む退職手当制度が適用され、一定の年齢以上によ

り加入者とならない者または加入を希望しない者(加入選択制による場合)に

は、確定給付企業年金制度(加入を希望しない者に限る)または前払い制度を含

む退職手当制度が適用される必要があります。 

（参考） 

加入資格に一定の勤続期間もしくは一定の年齢以上または加入選択制を設けた

ことにより加入者とならない者は、規則第３８条(個人型年金加入者とならない

者)により個人型年金加入者となることもできません。 

ただし、一定の職種による場合は、個人型年金加入者となることができます。 

（加入者の資格取得の時期） 

第７条 加入者は、別表第２のイ欄に定める日にその資格を取得する。 

２ 事業所が新たにこの規約の実施事業所となったときは、当該実施事業所に使用される加

入者は、当該実施事業所となった日にその資格を取得する。 

① 法第１０条(資格取得の時期)に基づく規定です。 

② 特定の月日に加入させる場合は、使用されるに至った月から加入者となる月の

前月までの間に上記の代替給付等が必要です。 

③ 加入選択制等による場合は、加入者とならない者または加入を希望する者いず

れかを規定する必要があります。 

（加入者の資格喪失の時期） 

第８条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（その事実があった日

にさらにこの規約以外の企業型年金の加入者となるに至ったとき、又は第６号に該当する

に至ったときは、当該至った日）に、加入者の資格を喪失する。 

① 法第１１条(資格喪失の時期)、規約承認基準別紙１―６審査要領に基づく規定

です。 
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(1) 死亡したとき。 

(2) 実施事業所に使用されなくなったとき。 

(3) その使用される実施事業所が、実施事業所でなくなったとき。 

(4) 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。 

(5) 第６条に掲げる加入者の範囲に該当しなくなったとき。 

(6) ６０歳に達したとき。 

（資格の得喪に関する特例） 

第９条 加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさ

かのぼって、加入者でなかったものとみなす。 

① 法第１２条(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)に基づく規定です。 

（参考） 

制度移換または脱退一時金相当額等の移換がある場合であっても、加入者でなか

ったものとみなされたときは移換できません。 

（加入者期間） 

第１０条 加入者である期間（以下「加入者期間」という。）を計算する場合には、月による

ものとし、加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入

する。 

２ この規約の加入者の資格を喪失した後、再びこの規約の加入者の資格を取得した者につ

いては、この規約における前後の加入者期間を合算する。 

① 法第１４条(企業型年金加入者期間)に基づく規定です。 

（運用指図者） 

第１１条 この規約の運用指図者は、次に掲げる者とする。 

(1) ６０歳に達したことにより加入者の資格を喪失した者であって、個人別管理資産があ

る者 

(2) 加入者であった者であってこの規約の年金たる障害給付金の給付を受ける権利を有

する者 

２ 運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に運用指図者の資

格を取得する。 

３ 運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（第３号に該当するに

至ったときは、当該至った日）に、運用指図者の資格を喪失する。 

(1) 死亡したとき。 

① 法第１５条(企業型年金運用指図者)に基づく規定です。 
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(2) この規約の個人管理資産がなくなったとき。 

(3) この規約の加入者となったとき。 

４ 第９条の規定は運用指図者の資格について、前条の規定は運用指図者である期間を計算

する場合について準用する。 

第４章 掛金の算定方法 

（掛金の拠出） 

第１２条 事業主は、第１０条第１項に規定する加入者期間の各月につき、掛金を拠出する。 

① 法第１９条(事業主掛金)第１項に基づく規定です。 

② 休職、休業による無給期間に係る拠出の中断の規定を設けることもできます。 

Ｑ＆Ａ ７１参照 

（参考） 

拠出の中断期間も通算加入者等期間に算入されます。 

（掛金の額の算定方法） 

第１３条 各加入者に係る掛金の額は、別表第３のア欄に掲げる実施事業所ごとに定額掛金

である場合は同表ウ欄に掲げる額とし、定率掛金である場合は当該加入者の同表オ欄に定

めるところによる基準給与に同表エ欄に掲げる率を乗じた額とする。ただし、当該加入者

の掛金の額が次の各号に掲げる額を超えるときは、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 実施事業所において適用されている厚生年金基金制度又は適格退職年金制度の加入

者（当該制度の加入待期者及び既に当該給付を受ける権利を有している者を含む） 

２３，０００円（又は確定拠出年金法施行令第１１条(拠出限度額)第２号に定める

額） 

(2) 前号以外の者 

４６，０００円（又は確定拠出年金法施行令第１１条(拠出限度額)第１号に定める

額） 

２ 掛金の額の算定において、１円未満の端数が生じたときは、これを１円に切り上げる。 

３ 事業主は、第１項各号に定める額を加入者等に周知するとともに、確定拠出年金法施行

令改正により施行令第１１条(拠出限度額)に規定する拠出限度額が変更となった場合にお

いても、その旨周知する。 

① 法第３条(規約の承認)第３項第７号、法第４条(承認の基準等)第１項第３号、

法第１９条(事業主掛金)第２項、法第２０条(拠出限度額)、令第１１条(拠出限

度額)、令附則第２条(適格退職年金契約に関する特例)第２項、法令解釈第１－

２、規約承認基準別紙１―７に基づく規定です。 

② 事業主掛金の額は、特定の者について不当に差別的でないことが必要です。 

③ 定額によるときは、加入者全員が同額の掛金であることが必要です。 

給与もしくはポイント（以下「給与等」という）により算定されるときは、

給与規程等これらに準じるものに定められているものであって、事業主の恣意性

が入らないものであること。 

④ 給与等には、毎月一定額が支給される基準内給与とみなされる役職手当、勤務

手当、技能手当等の他、厚生年金保険の標準報酬から実費弁償に類するものや

不安定要素の大きいものを除いた標準報酬等級区分によることもできます。 

⑤ 給与の一定率またはポイントの単価は、加入者全員に同率（額）が用いられて

いる必要があります。 

⑥ 定額、給与またはポイントによる他、これらを組み合わせて「定額＋給与」ま

たは「定額＋ポイント」もできます。 

⑦ 給与等の適用規程の正式名称、条文、適用給与等の名称(複数の事業主が共同

で制度を実施する場合はすべての事業主の規程によるもの)を別表に記載しま
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す。 

⑧ 給与規程等により給与のベースアップ、昇給または単年度ポイントの付与が遡

及適用される場合でもＤＣ上では遡及できないため、基準給与等の更改月を規

定することもできます。 

⑨ ポイント制の場合は、実施中の企業年金制度にポイント制が導入されていると

きは、当該企業年金制度で認められているポイントに準じるものになります。 

（参考） 

ポイント格差は実施される企業年金制度により異なり、適年では単年度ポイント

の最高と最低の格差が最大１５倍程度、厚年基金では同一勤続年数における最高

と最低の格差が１5倍以内です。 

（掛金の納付時期） 

第１４条 事業主は、毎月の掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付する。 

① 法第２１条(事業主掛金の納付)第１項に基づく規定です。 

第５章 運用方法の提示及び運用の指図 

（運用の方法の選定及び提示） 

第１５条 加入者等が選定することができる運用の方法は、委託先運営管理機関が選定した

以下に掲げる金融商品とする。 

(1) A銀行の定期預金（△年定期） 

(2) B銀行の割引金融債 

(3) C証券会社が販売するMMF 

(4) 郵便局の定額郵便貯金 

① 法第３条(規約の承認)第３項第８号、法第４条(承認の基準等)第１項第４号、

令第６条（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件）(企業型

年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)第１項第２号、法第２３条

(運用の方法の選定及び提示)第１項､令第１２条第１項、令第１５条(運用の方

法)、令第１６条(元本確保の運用方法)、規則第１８条(運用の方法の選定基準)、

規約承認基準別紙１―８に基づく規定です。 

② 運用の方法の数または種類が特定の者について不当に差別的なものでない必

要があります。 

③ 運用商品を個別に列挙する方式の他、令第１５条(運用の方法)に基づく条数で

規定することもできます。 

(例)確定拠出年金法施行令第１５条第１項第１号イに掲げる預金の預入 

（運用の方法の除外） 

第１６条 委託先運営管理機関は、前条に規定する運用方法から運用の方法を除外しようとする

ときは、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている加入者等の同意

を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたこと又は以下の

① 法第２６条(運用の方法の除外に係る同意)、規則第２０条の２（運用の方法の

除外）に基づく規定です。 

② 除外の他、運用の方法の追加について法第２３条(運用の方法の選定及び提示)

第１項､令第１５条(運用の方法)に基づき規定することもできます。 
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事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。 

(1) 運用の方法が令第十五条第一項第三号ル、ソ又はツに掲げる方法である場合にあって

は、投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）

第二条第十九項に規定する投資法人をいう。）が同法第二百十六条の規定により同法第百

八十七条の登録の取消しを受けたこと。 

(2) 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。 

（運用の方法に係る情報の提供） 

第１７条 加入者等は、委託先運営管理機関から、第１５条の規定により選定し、提示した

運用の方法について、それぞれを選定した理由のほか次の各号に定める事項に関する情報

の提供を受ける。 

(1) 運用の方法の内容（次の①から③までの事項を含む。） 

① 利益の見込み（利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨）及

び損失のできる能性に関する事項 

② 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事

項 

③ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項 

(2) 運用の方法に係る過去１０年間（当該運用の方法の過去における取扱期間が１０年間

に満たない場合にあっては、当該期間）の利益又は損失の実績 

(3) 加入者等個々の持分の計算方法 

(4) 選定又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用及びその負担の方法 

(5) 預金保険制度、農水産業協同組合貯金保険制度及び保険契約者保護機構の適用の有無 

(6) 金融商品の販売等に関する法律（平成１２年法律第１０１号）第３条第１項各号に規

定する重要事項 

(7) その他加入者等が運用の指図を行うために必要な情報 

① 法第２４条(運用の方法に係る情報の提供)、規則第２０条（運用の方法に係る

情報の提供）第１項に基づく規定です。 

② 情報提供すべき具体的な内容は法令解釈第３に基づきます。 

（運用の指図） 

第１８条 加入者等は、その給付に充てるべきものとしてこの規約において積み立てられた

資産（以下「個人別管理資産」という。）について、次の各号の規定に基づき、再委託先運

① 法第３条(規約の承認)第３項第８号、法第４条(承認の基準等)第１項第５号、

令第６条（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件）(企業型

年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)第１項第２号、第３号、法
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営管理機関の定める方法により運用の指図を行う。 

(1) 加入者等は、自己の個人別管理資産の全額について、選定した運用の方法ごとに配分

する割合を定め、再委託先運営管理機関に運用の指図を行う。 

(2) 現に運用の指図を行っている個人別管理資産について、運用の方法又は割合を変更す

るときは、現に運用の指図を行っている運用の方法及び割合と変更後の運用の方法及び

割合を再委託先運営管理機関に通知することにより行う。 

２ 前項第２号に規定する運用の指図の変更は、原則として、加入者となった日又は直近の

変更日から１か月を経過した日以降に行うことができる。 

第２５条(運用の指図)第１項、第２項、規約承認基準別紙１―８―（３）に基

づく規定です。 

② 運用の指図を行うことができる回数が特定の者について不当に差別的なもの

でないことと加入者等の運用指図を事業主が不当に制約するものでないことが

必要です。 

③ 本則第１２条、第５１条、第５７条または附則第３条に定める事業主拠出掛金、

他の企業型年金・個人型年金、脱退一時金相当額等または他の制度から移換され

た個人別管理資産それぞれについて運用の指図を規定することもできます。 

④ 上記の事業主拠出掛金について規定した際には、加入者資格取得者が長期出

張、入院その他休職等により運用の指図ができないときに適用される規定を設け

ることもできます。 

（事業主の責務） 

第１９条 事業主は、加入者等に対し、加入者等が行う前条第１項の運用の指図に資するた

め、加入者等がその資格を取得した時に、次に掲げるものに関する研修会の開催及び資料

の提供を行うこととし、その他少なくとも１年に１回以上の研修会の開催及び資料の提供

を行う等必要に応じた措置を講ずるよう努めなければならない。 

(1) 確定拠出年金制度等の具体的な内容 

① わが国の年金制度の概要、改正等の動向及び年金制度における確定拠出年金の位置

づけ 

② 確定拠出年金制度の概要（次のアからキまでに掲げる事項） 

ア 制度に加入できる者とその拠出限度額 

イ 運用商品（法第２３条(運用の方法の選定及び提示)第１項に規定する運用の方法

をいう。以下同じ。） の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法及び運用商品の

預替え機会の内容 

ウ 給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付（年金又は一時金別）の受取方

法 

エ 加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法 

① 法第２２条（事業主の責務）（事業主の責務）、令第３条(企業型年金に係る規

約に定めるその他の事項)第１項第３号、法令解釈第２、規約承認基準別紙１―

１２―ウに基づく規定です。 

② 法第２２条に基づく措置は、法第９７条（加入者等の運用の指図に資する措置）

により運営管理機関に委託することができます。 
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オ 拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容 

カ 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の役割 

キ 事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の行為準則（責務

及び禁止行為）の内容 

(2) 金融商品の仕組みと特徴 

預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等それぞれの金融商品についての次

の事項 

ア その性格又は特徴 

イ その種類 

ウ 期待できるリターン 

エ 考えられるリスク 

オ 投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響を与え

る要因等 

(3) 資産の運用の基礎知識 

ア 資産の運用を行うに当たっての留意点（すなわち金融商品の仕組みや特徴を十分

認識した上で運用する必要があること） 

イ リスクの種類と内容（金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リスク、

インフレリスク等） 

ウ リスクとリターンの関係 

エ 長期運用の考え方とその効果 

オ 分散投資の考え方とその効果 

（個人別管理資産額の通知） 

第２０条 再委託先運営管理機関は、加入者等に対し、法第２７条に基づき、毎年４月に、

当該加入者等に係る次の各号に定める事項の通知を行うこととする。 

(1) 直前の事業年度の末日（以下「今期日」という。）における個人別管理資産の額 

(2) 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 

(3) 前回の通知において第１号の規定により今期日とされた日（以下「前期日」という。）

① 法第２７条(個人別管理資産額の通知)、規則第２１条(加入者等への通知事項)

に基づく規定です。 



確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

における個人別管理資産の額 

(4) 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 

(5) 前期日から今期日までに拠出された各月ごとの掛金の額及び掛金を拠出した者の名

称 

(6) 過去に拠出された掛金の総額 

(7) 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の

内容 

(8) 前期日から今期日までの間に加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他

の費用の内容及びそれを負担した年月日 

(9) 前期日から今期日までの間に企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全

部若しくは一部の移換が行われたとき又は厚生年金基金の脱退一時金相当額、確定給付

企業年金の脱退一時金相当額又は企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立金若し

くは積立金（以下「脱退一時金相当額等」という。）の移換が行われたときは、その年月

日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項 

第６章 給付の額及び支給方法 

第１節 通則 

（給付の種類） 

第２１条 この規約の給付は、次のとおりとする。 

(1) 老齢給付金 

(2) 障害給付金 

(3) 死亡一時金 

(4) 脱退一時金 

① 第６章の各規定は、法第３条(規約の承認)第３項第９号、法第４条(承認の基

準等)第１項第６号、令第５条(給付の額の算定方法に関する基準)、規則第４条

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)、法第３０条(給付の額)、令第６条

（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件）(企業型年金に係

る規約の承認の基準に関するその他の要件)第１項第２号、規約承認基準別紙１

―９に基づく規定です。 

② 第６章において給付の額の算定方法および支給方法が特定の者について不当

に差別的でないこと。 

③ 本則第２１条は、法第２８条(給付の種類)、法附則第２条の２(脱退一時金)(脱

退一時金)(脱退一時金)第１項、規約承認基準別紙１―９規約承認事項（参考）

に基づく規定です。 

（裁定及び支給） 

第２２条 給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。）の請求に

① 法第２９条(裁定)、法第３３条(支給要件)第３項、法第３７条(支給要件)第３

項、法第４０条(支給要件)、法附則第２条の２(脱退一時金)(脱退一時金)(脱退
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基づいて、再委託先運営管理機関が裁定する。 

２ 資産管理機関は、再委託先運営管理機関の裁定に基づいて、その請求をした受給権者に

給付金を支給する。 

３ 資産管理機関が、受給権者に給付金を支給するときは、当該受給権者が指定した金融機

関の預金口座に振り込む方法による。 

一時金)第２項に基づく規定です。 

（年金給付の支給期間） 

第２３条 給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」という。）の支給は、こ

れを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給期間は、年金給付の請求時に受給権

者が選択した次の各号のいずれかとする。 

(1)  ５年 

(2) １０年 

(3) １５年 

(4) ２０年 

２ 年金給付の支給は、給付を受ける権利が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当

該権利が消滅したときに終了する。 

① 法第３１条(年金給付の支給期間等)第１項、令第５条(給付の額の算定方法に

関する基準)第１項第１号、規則第４条(企業型年金の給付の額の算定方法の基

準)第１項第１号ニに基づく規定です。 

② 本則の｢支給すべき事由が生じた月｣とは、受給権者が支給の請求を行った月で

す。 

③ 支給期間が、終身（保証期間５年以上２０年以下の年金商品）を規定すること

ができます。 

（年金給付の支給期月） 

第２４条 年金給付は、受給権者が次の(1)から(5)までの中から選択した年間支給回数に応

じて、次の各号に掲げる月の１５日（当該１５日が金融機関の非営業日に当たるときは、

その直前の金融機関の営業日）に、それぞれその前月分までを支給する。 

(1) 年間支給回数を１回として選択したとき  １２月 

(2) 年間支給回数を２回として選択したとき  ６月及び１２月 

(3) 年間支給回数を４回として選択したとき  ３月、６月、９月及び１２月 

(4) 年間支給回数を６回として選択したとき  ２月、４月、６月、８月、１０月及び１

２月 

(5) 年間支給回数を１２回として選択したとき 毎月 

① 法第３１条(年金給付の支給期間等)第２項、令第６条（企業型年金に係る規約

の承認の基準に関するその他の要件）(企業型年金に係る規約の承認の基準に関

するその他の要件)第１項第４号に基づく規定です。 

② 年金給付の支給期月は、受給権者が選択した年間支給回数に応じて毎年一定の

時期です。 

（年金給付の額） 

第２５条 年金給付の年金額は、裁定の請求をした月の前月の末日における個人別管理資産

① 令第５条(給付の額の算定方法に関する基準)第１項第１号、規則第４条(企業

型年金の給付の額の算定方法の基準)第１項第１号、第２号の各号イ、ロ、ハ、
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額と第２３条第１項により選択した支給期間に基づいて算出する。 

２ 年金給付の年金額は、裁定の請求をした月の前月の末日における個人別管理資産額の２

分の１に相当する額を超えず、かつ、２０分の１に相当する額を下回らないものとする。 

３ 各支給期月に支給する年金給付の額は、受給権者の選択に応じて、次の第１号の額に第

２号の率を乗じて得た額とする。ただし、最終の支給期月に支給する年金給付の支給後に

おいて個人別管理資産が残っているときは、最終支給期月の翌月１５日に当該個人別管理

資産の額を支給するものとする。 

(1) 第２４条の各号に規定する当該支給期月の前月末の個人別管理資産の額 

(2) 当該支給期月の対象となる月数を、裁定の請求をしたときに受給権者が選択した年金

給付の支給期間に応じた支給月数から支給済の月数を控除した月数で除した率（少数第

６位未満を四捨五入） 

チに基づく規定です。 

② 本則の第２節老齢給付金、第３節障害給付金ごとに規定することもできます。 

③ 本則第２項は、支給期間が終身の年金商品があるときは除く旨の｢ただし｣書き

が必要です。 

④ 本則第３項は、個人別管理資産額を分割して取り崩す際の具体的な計算方法で

すが、年金商品があるときは別途規定が必要です。 

第２節 老齢給付金 

（支給要件） 

第２６条 加入者であった者であって、次の各号に掲げる者（個人別管理資産額がある者に

限る。ただし、この規約の障害給付金の受給権者を除く。）が、それぞれ当該各号に定める

年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、再委託先運営管理機関

に老齢給付金の支給を請求することができる。 

(1) 年齢６０歳以上６１歳未満の者 １０年 

(2) 年齢６１歳以上６２歳未満の者  ８年 

(3) 年齢６２歳以上６３歳未満の者  ６年 

(4) 年齢６３歳以上６４歳未満の者  ４年 

(5) 年齢６４歳以上６５歳未満の者  ２年 

(6) 年齢６５歳以上の者       １月 

２ 前項の規定の通算加入者等期間は、法第３３条(支給要件)第２項に基づき、次の各号に

掲げる期間（その者が６０歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。）を合算した

期間をいう。 

(1) 企業型年金加入者期間（この規約以外の企業型年金の加入者期間を含む。） 

① 法第３３条(支給要件)第１項、第２項、令第１８条(通算加入者等期間の計算)

に基づく規定です。 

（参考） 

通算加入者等期間には法第８３条(その他の者の個人別管理資産の移換)第１項

に規定する「その他の者」であった期間は含まれません。 
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(2) 企業型年金運用指図者期間（この規約以外の企業型年金の運用指図者期間を含む。） 

(3) 個人型年金加入者期間 

(4) 個人型年金運用指図者期間 

（７０歳到達時の支給） 

第２７条 加入者であった者（個人別管理資産の額がある者に限る。）が老齢給付金を請求す

ることなく７０歳に達したときは、その者に老齢給付金を支給する。 

① 法第３４条(７０歳到達時の支給)、規約承認基準別紙１―９―（６）―④に基

づく規定です。 

（支給の方法） 

第２８条 老齢給付金は、年金として支給する。年金支給を開始してから５年以上経過した

後、給付の支給を一時に受けることを再委託先運営管理機関に請求したときは、当該請求

をした日の属する月の末日の個人別管理資産の額とする。 

２ 老齢給付金は、前項の規定にかかわらず、給付の裁定請求と同時に再委託先運営管理機

関に請求したときに限り、受給権者の選択に応じて、次の各号のいずれかの額として一時

金を支給する。 

ア そのときの個人別管理資産の額 

イ 運用方法毎に、当該運用方法に係る個人別管理資産の額に１００分の７５を乗じて

得た額の合計額 

ウ 運用方法毎に、当該運用方法に係る個人別管理資産の額に１００分の５０を乗じて

得た額の合計額 

エ 運用方法毎に、当該運用方法に係る個人別管理資産の額に１００分の２５を乗じて

得た額の合計額 

３ 受給権者が、第１項及び第２項アの規定により一時金として支給を受けたときは、以後

年金として給付を受けることができない。また、第２項イからエまでの規定による一時金

を受けた場合の年金の額は、当該個人別管理資産の額から当該一時金の額を控除した額を

基準に、第２５条に定めるところにより年金の額を算定する。 

① 法第３５条(支給の方法)、令第５条(給付の額の算定方法に関する基準)第１項

第２号、規則第４条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)第１項第１号ホ、

第２項第１号、規約承認基準別紙１―９―（７）―⑤、(８)に基づく規定です。 

② 本則第２項イ～エの割合は、受給権者の選択に応じて「１００分の１～１００

を乗じて得た額」と規定することもできます。 

③ 規則第４条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)第１項第１号ヘ、ト、規

約承認基準別紙１―９―（７）―⑥、⑦に基づき、個人別管理資産額が過少とな

ったことにより給付の支給を予定した支給期間で受けることが困難になった場

合に支給額を変更することができる旨を規定することができます。 

（失権） 

第２９条 老齢給付金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、消

滅する。 

① 法第３６条(失権)に基づく規定です。 
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(1) 受給権者が死亡したとき。 

(2) 障害給付金の受給権者となったとき。 

(3) 個人別管理資産の額がなくなったとき。 

第３節 障害給付金 

（支給要件） 

第３０条 加入者又は加入者であった者（個人別管理資産の額がある者に限る。以下この条

及び第３４条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当したときは、その者は、７０歳

に達する日の前日までに再委託先運営管理機関に障害給付金の支給を請求することができ

る。 

(1) 加入者又は加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負

傷及びこれらに起因する疾病（以下「傷病」という。）について初めて医師又は歯科医師

の診療を受けた日（以下「初診日」という。）から起算して１年６月を経過した日（その

期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日（その症状が固定し治療の効

果が期待できない状態に至った日を含む。）とし、以下「障害認定日」という。）から７

０歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法第３０条(給付の

額)第２項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき。 

(2) 加入者又は加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病（以下こ

の項において「基準傷病」という。）に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害

の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から７０歳に達する日の前日まで

の間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前号の国民年金法第

３０条(給付の額)第２項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至

ったとき（基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病（基準傷病以外の傷病が２以上ある

場合は、基準傷病以外のすべての傷病）の初診日以降であるときに限る。）。 

① 法第３７条(支給要件)第１項、第２項､令第１９条(傷害給付金に係る障害の状

態)に基づく規定です。 

（支給の方法） 

第３１条 障害給付金は、第２８条の規定を準用する。この場合において同項の規定中「老

齢給付金」とあるのは「障害給付金」と読み替える。 

① 法第３８条(支給の方法)、令第５条(給付の額の算定方法に関する基準)第１項

第２号、規則第４条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)第１項第２号ホ、

第２項第２号、規約承認基準別紙１―９―（９）―⑤、(１０)に基づく規定です。 

（年金給付の額の変更） ① 規則第４条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)第１項第２号イに基づ



確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

第３２条 障害給付金の受給権者であって、当該裁定を請求した月（支給の方法の変更を行

った場合は、最後に変更を申し出た月）以降５年を経過したときは、当該受給権者の申出

により第２３条第１項、第２４条及び第２５条の規定に基づく年金給付の額を変更するこ

とができる。この場合において同条の規定中「裁定の請求をした」とあるのは「変更の申

出をした」と読み替える。 

く規定です。 

（失権） 

第３３条 障害給付金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは

消滅する。 

(1) 受給権者が死亡したとき。 

(2) 個人別管理資産の額がなくなったとき。 

① 法第３９条(失権)に基づく規定です。 

第４節 死亡一時金 

（支給要件） 

第３４条 死亡一時金は、加入者又は加入者であった者が死亡したときに、その者の遺族に

再委託運営管理機関の裁定に基づいて支給する。 

① 法第４０条(支給要件)に基づく規定です。 

（一時金の額） 

第３５条 死亡一時金の額は、その支給を請求した者の個人別管理資産に係るすべての運用

の方法に係る資産が現金化された日における個人別管理資産額とする。 

① 令第５条(給付の額の算定方法に関する基準)第１項第２号、規則第４条(企業

型年金の給付の額の算定方法の基準)第２項第３号に基づく規定です。 

② 全額が一時に支給されるものであり、分割して支給することはできません。 

（遺族の範囲及び順位） 

第３６条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡し

た者が、死亡する前に、配偶者（届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を再委託先運営管理機関に対して表示

したときは、その表示したところによる。 

(1) 配偶者 

(2) 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡した者の死亡の当時主としてその

収入によって生計を維持していた者 

(3) 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維

① 法第４１条(遺族の範囲及び順位)に基づく規定です。 

② 本則第４項は、確定拠出年金に係る法令等には規定していない。 
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持していた親族 

(4) 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって第２号に該当しない者 

２ 前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位

により、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この

場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、

養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 

３ 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が２人以上あるときは、

死亡一時金はその人数によって等分して支給する。 

４ 死亡一時金を受けることができる同順位者が２人以上あるときは、その１人のした請求

は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その１人に対してした支給は、全員に

対してしたものとみなす。 

５ 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産の額

に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。 

６ 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の

後５年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないとみなして、前項の規

定を適用する。 

（給付の制限） 

第３７条 故意の犯罪行為により加入者又は加入者であった者を死亡させた者は、前条の規

定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。加入者又は加入者であった者の死

亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡さ

せた者についても、同様とする。 

① 法第４２条(欠格)に基づく規定です。 

第５節 脱退一時金 

（支給要件） 

第３８条 脱退一時金は、加入者であった者（個人別管理資産がある者に限る。第４２条に

おいて同じ。）が次の各号のいずれにも該当するときに、再委託先運営管理機関の裁定に基

づいて支給する。 

 

① 法附則第２条の２(脱退一時金)第１項～第３項、令第５９条(法附則第２条の

２第１項の脱退一時金の支給要件等)に基づく規定です。 

② 脱退一時金は、法令上経過措置とされており、給付の種類には該当しないが、

規約承認基準別紙１―９（参考）により給付の種類に含めています。 

③ 法令解釈第７により事業主は、制度移換または脱退一時金相当額等の移換が見

込まれる加入者が、当該資産の移換前に資格を喪失したときは、ＤＣが老後のた
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(1) 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指

図者でないこと。 

(2) 当該請求した日における個人別管理資産の額として、以下のイからハまでに掲げる額

を合算した額からニに掲げる額を控除して得た額が１５，０００円以下であること。 

イ 脱退一時金の支給を請求した日（以下この条において単に「請求日」という。）が属

する月の前月の末日における個人別管理資産の額 

ロ 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主が拠出することとなっていた掛

金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額 

ハ 企業年金制度若しくは退職金制度の資産又は脱退一時金相当額等が移換することと

なっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換された

ものの額 

ニ 第４３条の規定に基づき事業主に返還されることとなる額 

(3) 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して６月

を経過していないこと。 

めの年金制度であることに鑑み、脱退一時金の支給を請求せず、移換が見込まれ

る資産と合わせて引き続き運用することが望ましいことを十分説明する必要が

あります。 

③ 規約承認基準「２．」により、２００５．１０．１改正施行日の前日において

加入者資格を喪失している者が、施行日以降に脱退一時金を請求した場合には法

附則第２条の２(脱退一時金)により脱退一時金を受給することができます。 

（請求手続） 

第３９条 前条の脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を再委託先

運営管理機関に提出することによって行うものとする。 

(1) 氏名、性別、住所及び生年月日 

(2) 脱退一時金の払渡しを希望する支払機関に関する事項 

イ 金融機関であるときは、その金融機関名、本店・支店名及び口座番号 

ロ 郵便局であるときは、貯金通帳の記号及び番号 

２ 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書そ

の他生年月日を証する書類を添付しなければならない。 

① 規則第６９条の２（脱退一時金の支給の請求等）第１項、第２項に基づく規定

です。 

（一時金の額） 

第４０条 脱退一時金の額は、その支給を請求した者の個人別管理資産に係るすべての運用

の方法に係る資産が現金化された日（その支給を請求した日から起算して３月を経過する

日までの間に限る。）における個人別管理資産額とする。 

① 法附則第２条の２(脱退一時金)第３項、令第５９条(法附則第２条の２第１項

の脱退一時金の支給要件等)第３項に基づく規定です。 

② 全額が一時に支給されるものであり、分割して支給されないことが必要です。 
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（一時金の支給を受けたときの通算加入者等期間の計算） 

第４１条 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月

までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間

及び個人型年金運用指図者期間は、第２６条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の通

算加入者等期間に算入しない。 

① 法附則第２条の２(脱退一時金)第４項に基づく規定です。 

（個人別管理資産額の資格喪失後の移換期限） 

第４２条 企業型年金加入者であった者が第３９条の請求をした場合における法第８３条

(その他の者の個人別管理資産の移換)第１項第１号の規定の適用については、同号中「６

月以内」とあるのは、「６月以内（当該企業型年金加入者であった者が第３９条の請求をし

た日の属する月の初日から第２２条の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除

く。）」とする。 

② 法附則第２条の２(脱退一時金)第５項に基づく規定です。 

第７章 事業主に対する資産の返還 

（事業主に対する資産の返還） 

第４３条 加入者が、別表第４のア欄に定める実施事業所において、当該イ欄に定める勤続

期間を満たすことなくウ欄に定める事由により退職し資格を喪失したとき（加入者が本規

約の障害給付金の受給権を有する場合を除く。）は、当該加入者に係る個人別管理資産の額

のうち、第４４条の規定に基づき算定された額（以下「返還資産額」という。）を事業主に

返還する 

① 本則当条および次条において法第３条(規約の承認)第３項第１０号、令第２条

（事業主への返還に係る事業主掛金）、令第６条（企業型年金に係る規約の承認

の基準に関するその他の要件）第１項第２号、規約承認基準別紙１―１０に基

づく規定です。 

② 返還資産額が特定の者に不当に差別的なものでないことが必要です。 

③ 実施する場合は、就業規則等により加入の対象となる者（加入を希望しなかっ

た者を含む）に対して適用される条文、事由、勤続期間が不当に差別的になら

ないよう注意が必要です。 

  例えば、加入選択制により加入を希望しなかった者に対して前払い退職金制度

を適用し、加入した者に対して資産返還を行うことは不当に差別的なものとい

えます。 

③ 勤続期間は、育児休業、介護休業等の休業期間や休職期間を含む雇用が継続さ

れた期間です。 

④ 勤続期間の計算方法は、起算日（入社年月日等）、終了日（退職日等）、単位（年

月週日）、端数処理（月未満の端数切上等）等が退職給与規程等により定められ

ており、本来は資産の返還に係る勤続期間も退職給与規程等に基づく計算方法
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と同様に計算されるべきですが、再委託先運営管理機関の計算システムにより

退職給与規程等と異なる計算方法となるときは、別途規定する必要があります。 

（返還資産額の算定方法） 

第４４条 前条の返還資産額は、次のア又はイのいずれか少ない額とする。 

ア 当該加入者の個人別管理資産の額のうち、本規約に係る掛金に相当する部分として、

以下に定める計算方法により算定した額とする。 

（具体的な計算方法を規定） 

イ 当該加入者の本規約に係る掛金の合計額 

① 法令、規約承認基準等に具体的な定めはないが、退職事由、勤続期間に応じた

返還率、返還資産額の最小単位、端数処理等の具体的な計算方法を規定します。 

第８章 事務費等の負担方法 

（運営管理業務に係る事務費の額及びその負担） 

第４５条 本規約の運営管理業務に係る事務費の額は、以下に定める計算方法により算出し

た額とする。 

（具体的な計算方法を規定） 

２ 事業主は、前項に係る費用を全額負担する。 

① 第８章は、法第３条(規約の承認)第３項第１１号､令第６条（企業型年金に係

る規約の承認の基準に関するその他の要件）(企業型年金に係る規約の承認の基

準に関するその他の要件)第１項第２号、法令解釈第１－３、規約承認基準別紙

１―１１に基づく規定です。 

② 事務費の負担の方法は特定の者について不当に差別的でないこと。 

③ 事務費の負担事由、額、計算方法は、委託先運営管理機関との業務委託契約に

基づき規定します。 

④ 事務費の負担は、労使合意に基づき加入者に係る事務費は事業主が負担し、運

用指図者に係る事務費は運用指図者が負担するケースが一般的です。 

⑤ 加入者が事務費を負担するとき、休業・休職等により給与の支払いがないため

掛金の拠出を中断する場合は、拠出中断期間中の負担方法を別途規定する必要が

あります。 

（資産管理業務に係る事務費の額及びその負担） 

第４６条 本規約の資産管理業務に係る事務費の額は、以下に定める計算方法により算出し

た額とする。 

（具体的な計算方法を規定） 

２ 事業主は、前項に係る費用を全額負担する。 

① 事務費の負担事由、額、計算方法は、資産管理機関との資産管理契約に基づき

規定します。 

② 上記②④⑤と同様です。 

（いわゆる投資教育に要する費用の額及びその負担） 

第４７条 法第２２条に基づく措置（いわゆる投資教育）に要する費用の額は、以下に定め

① 法第２２条（事業主の責務）に基づく規定です。 

② 法第２２条に基づく措置（いわゆる投資教育）に要する費用の額は、規約承認
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る計算方法により算出した額とする。 

（具体的な計算方法を規定） 

２ 事業主は、前項に要する費用を全額負担する。 

基準別紙１―１１に基づき原則として事業主が全額負担します。 

（運用商品に係る費用の負担） 

第４８条 加入者等は、加入者の商品の選択（預け替えに係る選択を含む。）に係る費用を全

額負担する。 

① 本則第４５条に含めて規定することができます。 

（消費税） 

第４９条 運営管理事務費、資産管理事務費及びいわゆる投資教育に要する費用に係る消費

税は、事業主がこれを負担する。 

① 運営管理事務費、資産管理事務費に係る消費税は、本則第４５条、第４６条の

負担事由ごとの負担者に基づき規定します。 

② 特別法人税等の負担に関する条項がこの雛型にはありませんが、現在課税が凍

結されているものの、解除されることを考慮して規定する必要があります。 

（参考） 

特別法人税等は、法人税法第８条､同第８３条、同第８４条、同第８７条等によ

り退職年金等積立金に対して課税されます。 

国税である特別法人税が１％、地方税である特別法人住民税が通常０．１７３％

の税率で課税されますが、平成２０年３月末まで課税が凍結されています。 

なお、制度移換金または脱退一時金相当額等に本人負担分が含まれている場合、

移換元制度等においては退職年金等積立金の計算において当該額が控除され課

税されませんが、確定拠出年金においては控除されないため本人負担分も含め

て課税されることになります。 

第９章 雑則 

（事業年度） 

第５０条 本規約の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

① 第３条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)第１項第６号､規約承認

基準別紙１―１２―エに基づく規定です。 

（本規約の加入者となった者の個人別管理資産の移換） 

第５１条 本規約の資産管理機関は、次の各号に掲げる者が本規約の加入者となったときは、

遅滞なく当該加入者が加入していた企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会

（以下「連合会」という。）から、当該加入者に係る現金化された個人別管理資産の移換を

受ける。 

① 法第８０条（企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換）第１項、

第２項に基づく規定です。 
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(1) 本規約以外の企業型年金の加入者又は加入者であった者（当該企業型年金の障害給付

金の受給権を有する者並びに第３号及び法第８３条第１項の規定により個人別管理資産

が連合会に移換された者を除く。） 

(2) 個人型年金の加入者（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び法第８３条第

１項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者を除く。） 

(3) 個人型年金の運用指図者（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び法第８３

条第１項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者を除く。） 

(4) 法第８３条第１項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 

２ 本規約の資産管理機関は、次の各号に掲げる者が本規約の加入者となったときは、資産

の移換の申し出を受けたときは、遅滞なく当該加入者が加入していた企業型年金の資産管

理機関又は連合会から、当該加入者に係る現金化された個人別管理資産の移換を受ける。 

(1) 本規約以外の企業型年金の加入者又は加入者であった者（当該企業型年金の障害給付

金の受給権を有する者に限る。ただし、第３号に掲げる者を除く。） 

(2) 個人型年金の加入者（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。） 

(3) 個人型年金の運用指図者（個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。） 

（他の企業型年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換） 

第５２条 本規約の資産管理機関は、次の各号の規定に基づき、当該各号に定める者（個人

別管理資産がある者に限る。）の個人別管理資産を現金化し第４３条に規定する返還資産額

を控除した額（以下本条から第５５条までにおいて同じ。）を、当該加入者となった企業型

年金の資産管理機関に移換する。 

(1) 本規約の企業型年金の加入者又は加入者であった者（本規約の障害給付金の受給権を

有する者を除く。）が他の企業型年金の加入者となったとき。 

(2) 本規約の加入者又は加入者であった者（本規約の障害給付金の受給権を有する者に限

る。）が他の企業型年金の加入者となり、本規約の個人別管理資産を当該他の企業型年金

へ移換することを申し出たとき。 

① 法第８０条（企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換）第１項、

第２項に基づく規定です。 

② 本則当条から同第５５条の各条について返還資産額は、法第４条(承認の基準

等)第１項第７号、令第６条（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその

他の要件）第１項第６号、規則第６３条（企業型年金加入者となった者の個人別

管理資産の移換に係る申出等）第２項、規則第６４条（個人型年金加入者となっ

た者の個人別管理資産の移換に係る申出等）第２項、規則第６５条（個人型年金

運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等）第２項、規則第６

６条（その他の者の個人別管理資産の移換の実施等）第１項により計算し、移換

すべき個人別管理資産は、法第８４条（事業主への資産の返還）第１項に基づく

資産です。 

（参考） 
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令第６条（企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件）第１項第

６号に基づき、令第２条（事業主への返還に係る事業主掛金）第２号に掲げる法

第１１条(資格喪失の時期)第１号（死亡したとき）、第３号（実施事業所で亡く

なったとき）、第５号（年金規約に定める資格を喪失したとき）に該当する者が

資格を喪失した日に勤続期間が３年未満であっても事業主返還の有無にかかわ

らず個人別管理資産すべてが移換されます（事業主返還なし）。 

（個人型年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換） 

第５３条 本規約の資産管理機関は、次の各号の規定に基づき、当該各号に定める者（個人

別管理資産がある者に限る。）の個人別管理資産を現金化し連合会に移換する。 

(1) 本規約の加入者であった者（本規約の障害給付金の受給権を有する者を除く。） が、

法第６２条第１項の規定に基づき、連合会に申し出て個人型年金の加入者となったとき。 

(2) 本規約の加入者であった者（本規約の障害給付金の受給権を有する者に限る。）が、

法第６２条第１項の申出と同時に個人別管理資産の移換を申し出たとき。 

① 法第８１条（個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換）第１項、

第２項に基づく規定です。 

（個人型年金の運用指図者となった者の個人別管理資産の移換） 

第５４条 本規約の資産管理機関は、本規約の加入者であった者（個人別管理資産がある者

に限る。）が法第６４条第２項の規定に基づき、連合会に申し出て個人型年金の運用指図者

となったときは、当該加入者であった者の個人別管理資産を現金化し、連合会に移換する。 

① 法第８２条（個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換）第１

項に基づく規定です。 

（その他の者の個人別管理資産の移換） 

第５５条 本規約の資産管理機関は、次の各号に掲げる者（個人別管理資産がある者に限る。）

の個人別管理資産を現金化し、連合会に移換する。 

(1) 本規約の加入者であった者であって、その個人別管理資産が本規約の加入者の資格を

喪失した日が属する月の翌月から起算して６月以内に前３条の規定により移換されなか

った者（当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。） 

(2) 本規約が終了した日において本規約の加入者等であった者であって、その個人別管理

資産が前３条の規定により移換されなかった者 

① 法第８３条(その他の者の個人別管理資産の移換)第１項に基づく規定です。 

（個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務） 

第５６条 事業主は、本規約の加入者等であった者が資格喪失したときは、資格を喪失した

① 令第４６条の２（個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務）、規約承認

基準別紙１―１２―（８）、企年等通算措置事務取扱準則（以下「事務取扱準則」）
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日が属する月の翌月から起算して６月以内に他の企業型年金又は連合会へ個人別管理資産

を移換する旨の申出をしなければならないこと並びに当該申出をしない場合にあっては、個

人別管理資産は連合会に自動的に移換されること、当該移換に係る手数料及び年金資産を運

用できず、十分な年金額を確保できなくなること等の取扱について、当該資格喪失者に説明

するものとする。 

という）第２―１―（２）に基づく規定です。 

（脱退一時金相当額等の移換の申出手続） 

第５７条 加入者は、以下の各号に掲げる額を本規約の資産管理機関に移換することを当該

各号に掲げる者に対して申し出ることができる。 

(1) 厚生年金基金の脱退一時金相当額 厚生年金基金 

(2) 確定給付企業年金の脱退一時金相当額 確定給付企業年金の実施事業所の事業主又は

企業年金基金 

(3) 企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立金又は積立金 企業年金連合会 

２ 前項の移換の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間に限

って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについ

てやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

(1) 前項第１号及び第２号に規定する脱退一時金相当額の移換 次のいずれか早い日 

イ 申出を行った者が加入していた厚生年金基金の加入員又は確定給付企業年金の加入

者の資格を喪失した日から起算して１年を経過する日 

ロ 加入者の資格を取得した日から起算して３月を経過する日 

(2) 前項第３号に規定する年金給付等積立金又は積立金の移換 加入者の資格を取得した

日から起算して３月を経過する日 

３ 前項ただし書きの場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日ま

でに限って行うことができる。 

① 本則当条および次条の移換に関しては、法５４条の２（脱退一時金相当額等の

移換）、令第３条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)第１項第５号、

令第２４条（通算加入者等期間に算入される期間）第２項、規則第３０条（通算

加入者等期間に算入される期間）第２項、法令解釈第１―５、規約承認基準別紙

１―１２―カに基づく規定です。 

② 移換申出期限は移換元制度により以下に基づく規定です。 

ａ.確定給付企業年金（以下「ＤＢ」という）の場合 

・ＤＢ令第５０条の２（脱退一時金相当額の移換の申出） 

・ＤＢ令第７３条第７項（準用規定） 

ｂ.厚生年金基金（以下「基金」という）の場合 

・基金令第４１条の３の４（他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当

額の移換の申し出） 

・基金令第４１条の７（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出） 

ｃ.連合会の場合 

・基金令第５２条の５の２（連合会から基金等への年金給付等積立金の移換等

の申出）第１項、第３項、第４項 

・ＤＢ令第８８条の２（積立金の移換等の申出）第１項、第３項、第４項 

（脱退一時金相当額等の移換） 

第５８条 本規約の資産管理機関は、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。 

２ 前項の規定により移換を受けた脱退一時金相当額等は、脱退一時金相当額等の移換を申

し出た者の個人別管理資産に充てるものとする。 
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３ 第１項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合には、第１

０条の規定にかかわらず、当該脱退一時金相当額等の移換を受けた加入者等が当該厚生年

金基金の設立事業所若しくは当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期

間その他これに準ずる期間のうち移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間又は解

散した厚生年金基金の加入員であった期間若しくは終了した確定給付企業年金の加入者期

間を通算加入者等期間に算入するものとする。 

（脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務） 

第５９条 事業主は、本規約の加入者の資格を取得した者が、本規約の資産管理機関へ脱退

一時金相当額等を移換することができるものであるときは、移換申出期限、通算加入者等

期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続、手数料その他脱退

一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明するものとする。 

① 令第２５条（脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務）、規則第３

０条の２（脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務）、規約承認基準

別紙１―１２―カ、事務取扱準則第２―２―（２）に基づく規定です。 

（加入者等の個人情報の取扱） 

第６０条 事業主は、この規約の実施に係る業務に関し、加入者等及び加入者等であった者

の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の個人に関する情報を保管し、又は使

用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で保管及び使用しなければならない。

ただし、本人の同意がある場合のほか正当な理由がある場合は、この限りでない。 

２ 委託先運営管理機関及び再委託先運営管理機関は、この規約の実施に係る業務に関し、

加入者等及び加入者等であった者の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の個人

に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で保管

及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合のほか正当な理由がある場合

は、この限りでない。 

① 法第４３条（事業主の行為準則）第２項､法第９９条（確定拠出年金運営管理

機関の行為準則）第２項､法令解釈第６－１－(２)､２－(２)、企年等個人情報取

扱準則に基づく規定です。 

（規約の変更） 

第６１条 事業主は、法第５条第１項又は法第６条第１項の規定に基づき、この規約の変更

をしようとするときは、実施事業所に使用される厚生年金被保険者の過半数で組織する労

働組合があるときは当該労働組合、厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がない

ときは当該厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 

２ 前項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 

① 法第５条（規約の変更）、法第６条（規約の変更）、法令解釈第１―６、規約承

認基準別紙１―１２―（７）に基づく規定です。 

② 本則第３項の別表の内容は変更事項のうち、実施事業所の名称、加入資格、掛

金、掛金の事業主返還または運営管理手数料等であり、運営管理機関、資産管理

機関の変更、代表事業所の変更等重要な事項は含まれません。 

（参考） 
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３ 前項の規定にかかわらず、この規約の別表第１から第４に定める事項を変更しようとす

るときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所については、第１項の同意があっ

たものとみなす。 

４ 事業主は、この規約の変更について、厚生労働大臣の承認を受けたときは承認を受けた

規約を、厚生労働大臣に届け出るときは届け出た規約を、実施事業所に使用される厚生年

金保険の被保険者及び運用指図者（運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときに限

る。）に周知しなければならない。 

法第５条第１項に定める軽微な変更は、規則第５条（規約の軽微な変更等）第１

項に掲げる事項であり、当該事項の変更は法第６条第１項により届出によるもの

とされています。 

また、法第６条第２項ただし書の特に軽微な変更は、規則第５条第２項に掲げる

事項とされます。 

特に軽微な変更については、複数の事業主および当該事業主の事業所ごとの過半

数労組または過半数代表の同意は不要（周知は必要）です。 

（規約の終了） 

第６２条 事業主は、この規約を終了しようとするときは、法第４６条の規定に基づき、実

施事業所に使用される厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労

働組合、厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金被保険

者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 

２ 前項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 

３ 事業主は、この規約の終了について厚生労働大臣の承認を受けたときは、実施事業所に

使用される厚生年金保険の被保険者及び運用指図者に周知しなければならない。 

① 法第４６条（企業型年金の終了）、法第４条(承認の基準等)第３項、令第２０

条（企業型年金の終了）第１項に基づく規定です。 

（参考１） 

企業型年金の終了事由は法第４５条（企業型年金の終了）に基づく規定です。 

（参考２） 

法第８３条(その他の者の個人別管理資産の移換)第１項第２号および令第２０

条第１項の規定により閉鎖型の年金制度（運用指図者のみで構成される年金制

度）は存在しません。 

附則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。 

① 制度移換がある場合は、規約承認基準別紙１―１２―オに基づき移換前制度に

おける規約または規程の変更日と同日になります。 

（加入に係る経過措置） 

第２条 この規約の施行日において、加入者の資格を有する者については、本則第７条の規

定に関わらず、この規約の施行と同時に加入する。 

 

＜厚生年金基金の給付の一部を減額して資産を移換する場合の取扱い＞ 

 

（厚生年金基金からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○厚生年金基金の資

産の一部の移換を受けるものとする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

① 以下制度移換に係る本則各条文については、令第３条(企業型年金に係る規約

に定めるその他の事項)第１項第４号､法第５４条（他の制度の資産の移換）､令

第２２条（他の制度の資産の移換の基準）､令第２４条（通算加入者等期間に算

入される期間）第１項､規則第３０条（通算加入者等期間に算入される期間）第

１項､令附則第２条(適格退職年金契約に関する特例)第３項､規則附則第２条

（適格退職年金契約に関する特例）第２項、法人税法施行令附則第１６条第１
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部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、各移換対象者について、次のイに掲げる

額からロに掲げる額を控除した額とする。 

イ 平成○○年○○月○○日（以下、この条において「○○厚生年金基金規約変更日」と

いう。）を厚生年金基金令第３９条の３第２項第１号に規定する基準日とみなし、かつ、

同日付○○厚生年金基金の規約の一部を改正する規約による年金たる給付又は一時金た

る給付の額の減額がないものとして同号の規定の例により計算した額 

ロ ○○厚生年金基金規約変更日を第３９条の３第２項第１号に規定する基準日とみなし

て同号の規定の例により計算した額 

４ 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移

換対象者の○○厚生年金基金の加入員であった期間を、通算加入者等期間に算入するもの

とする。 

５ 第１項に規定する資産の移換を受ける日は、平成○○年○○月○○日とする。 

項９号､法令解釈第１－４､第５、規約承認基準別紙１―１２―オに基づく規定

です。 

② 通算加入者等期間に算入できる期間には、現事業主における勤続期間等の他、

転籍等により従前の事業主における勤続期間も算定基礎としている場合は当該

期間も算入できます。 

（参考） 

２００５年１０月１日改正施行により、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格

退職年金の本人負担分も移換できることになりましたが、本人負担分移換時の同

意（給付時課税等の同意）は、制度移換金の計算主体が移換元制度の受託会社で

あるため移換元制度側の要件となり、ＤＣ側では同意有無の確認は不要と考えら

れます。 

本人負担分の給付時課税等に係る同意は、移換元制度における給付時には、退職

所得、公的年金等雑所得の課税計算において本人負担分が収入金額から控除され

ますが、移換後のＤＣ側においては控除されず、課税されることになります。 

特別法人税等も課税されますが、詳細は本則第４９条の解説を参照してくださ

い。 

③ 移換元制度の数により制度移換に係る本則条数、別表数を調整します。 

以下は厚生年金基金からの移換について解説します。 

① 厚生年金基金規約（原則として単独、連合型）の変更日(本制度の施行日と同

日)、移換範囲（減額又は解散）、移換対象者および移換日（解散のときは「清算

が結了した日」として規定）を規定します。 

なお、総合型からの移換は法令上可能ですが、基金として積立不足がないことが

条件になるため、ＤＣを導入する一部特定の事業主に係る移換は現実的には困難

と考えられます。一般的には、解散後にＤＣを実施することになり、制度移換は

されません。 

② 移換対象者を移換日におけるＤＣ加入者に限定することも可能です。 

③ 加入者の一部の者が資産の移換を受ける場合にあっては、就業規則等により移
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換を受ける者の名称、職種等を規定します。 

＜厚生年金基金を解散して資産を移換する場合の取扱い＞ 

 

（厚生年金基金からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○厚生年金基金の残

余財産の一部＜全部を移換する場合には、「全部」と規定＞の移換を受けるものとする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、○○厚生年金基金の規約第○○条に規定

する額とする。 

４ 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移

換対象者の○○厚生年金基金の加入員であった期間を、通算加入者等期間に算入するもの

とする。 

５ 第１項に規定する資産の移換を受ける日は、○○厚生年金基金の清算が結了した日とす

る。 

 

＜確定給付企業年金の給付の一部を減額して資産を移換する場合の取扱い＞ 

 

（確定給付企業年金からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○企業年金基金（○

○会社企業年金規約）の資産の一部の移換を受けるものとする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、各移換対象者について、次のイに掲げる

額からロに掲げる額を控除した額とする。 

イ 平成○○年○○月○○日（以下、この条において「○○企業年金基金規約変更日（○

① 確定給付企業年金の規約型もしくは基金型の規約の変更日(本制度の施行日と

同日)、移換範囲（減額又は規約型の終了、基金型の解散）、移換対象者および移

換日（終了、解散のときは「清算が結了した日」として規定）を規定します。 

② 移換対象者を移換日におけるＤＣ加入者に限定することも可能です。 

③ 加入者の一部の者が資産の移換を受ける場合にあっては、就業規則等により移

換を受ける者の名称、職種等を規定します。 
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○会社企業年金規約変更日）」という。）を確定給付企業年金法第６０条第３項の事業年

度の末日とみなし、かつ、同日付○○企業年金基金規約（○○会社企業年金規約）の一

部を改正する規約による給付の額の減額がないものとして同項の規定の例により計算し

た額 

ロ ○○企業年金基金規約変更日（○○会社企業年金規約変更日）を確定給付企業年金法

第６０条第３項の事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額 

４ 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移換対

象者の○○企業年金基金（○○会社企業年金規約）の加入者期間を、通算加入者等期間に算入

するものとする。 

５ 第１項に規定する資産の移換を受ける日は、平成○○年○○月○○日とする。 

＜確定給付企業年金を終了又は解散して資産を移換する場合の取扱い＞ 

 

（確定給付企業年金からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○企業年金基金（○

○会社企業年金規約）の残余財産の一部＜全部を移換する場合には、「全部」と規定＞の移

換を受けるものとする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、○○企業年金基金（○○会社企業年金規

約）の規約第○○条に規定する額とする。 

４ 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移

換対象者の○○企業年金基金（○○会社企業年金規約）の加入者期間を、通算加入者等期

間に算入するものとする。 

５ 第１項に規定する資産の移換を受ける日は、○○企業年金基金（○○会社企業年金規約）

の清算が結了した日とする。 

 

＜適格退職年金契約の全部又は一部を解約して資産を移換する場合の取扱い＞ ① 規約の変更日(本制度の施行日と同日)、移換範囲（全部又は一部解約）、移換
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（適格退職年金からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○会社の適格退職年

金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産の移換を受けるもの

とする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、各移換対象者について・・・ 

（具体的算定方法を規定） 

４ 前三項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移

換対象者の○○会社の適格退職年金の受益者等であった期間を、通算加入者等期間に算入

するものとする。 

５ 第１項に規定する資産の移換を受ける日は、平成○○年○○月○○日とする。 

対象者および移換日を規定します。 

② 加入者の一部の者が資産の移換を受ける場合にあっては、就業規則等により移

換を受ける者の名称、職種等を規定します。 

③ 適年資産の個人別按分方法を規定します。 

適年加入者等の所定の同意により按分方法を変更することが可能です（以下

「参考」）。 

(参考) 

本則第３項について適格退職年金規約に関らず、解約に伴う解約返戻金額の個

人別按分方法は自主審査要領⑮-2.-（2）(注)に基づき適年加入者の 3分の 2以

上の同意及び加入者の 3分の 1以上で組織する労働組合の同意(加入者の 3分の

2以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意で加入者の 3分の

2 以上の同意に代えることができる)を得ることにより変更することができま

す。 

＜退職手当制度を変更して資産を移換する場合の取り扱い＞ 

 

（退職手当制度からの資産の移換） 

第３条 資産管理機関は、確定拠出年金法第５４条の規定に基づき、○○会社の退職手当制

度に係る退職給与規程を改正＜廃止の場合は、「廃止」と規定＞することにより、資産の移

換を受けるものとする。 

２ 前項の規定により移換を受けた資産は、この規約の施行日における加入者＜加入者の一

部について資産の移換を受ける場合にあっては、「加入者のうち○○」と規定＞（以下、こ

の条において「移換対象者」という。）の個人別管理資産に充てるものとする。 

３ 前項に規定する個人別管理資産に充てる額は、各移換対象者について、○○会社の退職

給与規程の改正日における当該改正に伴う、自己都合退職の場合の期末要支給額の差額に

移換が完了するまでの間に係る利子相当額を加えた額のうち、既に資産の移換を受けた額

とする。 

① 退職手当制度の改正日または廃止日(本制度の施行日と同日)、移換対象者およ

び移換日を規定します。 

② 退職手当制度からの制度移換の場合は、制度移換に先立って退職手当の増額等

の有無、制度移換の額、時期、改正理由等から客観的に当該退職手当制度の改廃

による制度移換が主として掛金拠出限度額を超えて行うことを目的としていな

いことが前提になります。 

③ 移換対象者を最初の移換日におけるＤＣ加入者に限定することも可能です。 

④ 加入者の一部の者が資産の移換を受ける場合にあっては、就業規則等により移

換を受ける者の名称、職種等を規定します。 

⑤ 本則第３項、第４項は移換金に付利しない場合は該当箇所を削除します。 

付利は任意で労使合意により決定する。 

また、付利の計算方法は合理的なものであれば月複利、年複利、年単利等、

合意があればいずれでも可能です。 
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４ 前項に規定する利子相当額の算定に用いる利率は、○．○％とする。 

５ 前四項の規定により資産の移換を受けた場合には、第１０条の規定にかかわらず、各移

換対象者の○○会社に勤務した期間を、通算加入者等期間に算入するものとする。 

６ 第１項に規定する資産の移換は平成○○年から平成○○年までの間、毎年○○月○○日

に行うこととする。ただし、平成○○年○○月○○日前に、第○○条の規定により加入者

の資格を喪失する場合には、当該加入者に係る移換資産のうちまだ資産の移換を受けてい

ないものを、喪失した月の翌月の○○日に、一括して移換する。 

なお、分割期間に応じて付利計算した利子相当額を加えた移換総額は分割期

間（年度単位）で均等に按分します。 

付利利率は、法令解釈第５―２によりＤＢ規則第４３条第２項第１号の規定

に基づき厚生労働大臣が定める利率とされます。 

④ 本則第１項の移換資産の額の算定は令第２２条（他の制度の資産の移換の基

準）第５項に基づき自己都合要支給額によりますが、本則第３項の移換対象者ご

との移換額の按分方法は労使合意により決定することができます。 

⑤ 本則第３項の各年度の資産受入は、年度単位の 1回だけでなく、毎月でも可能

です。ただし、各年度単位では均等額を移換します。 

また、ここでいう年度とは国の会計年度である 4月から翌年3月であり、退職手

当制度の改正日または廃止日が属する年度から移換が開始されます。 

（事業年度に関する経過措置） 

第４条 この規約を施行する当初の事業年度は、本則第５０条の規定にかかわらず、この規

約の施行の日に始まり、平成○○年○○月○○日に終わるものとする。 

① 本制度の事業初年度の開始日を本則第５０条に関らず施行日とするための経

過措置。 

② 事業年度末は、本則第５０条に基づく規定です。 

③ 条数は上記までの条数に合わせて変更します。 

④ 本則第５０条の事業年度始と同一月に発足した制度は､この条は不要です。 
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別表第１ 

実施事業主（第２条関係） 

名    称 住          所 

○ ○  ○ ○ 東京都千代田区○○○４－４－４ 

＊ ＊  ＊ ＊ 埼玉県さいたま市＊＊＊５－５－５ 

 

 

別表第２ 

実施事業所及び加入者の範囲（第３条、第６条及び第７条関係） 

実施事業所の名称及び所在地 

（ア） 

加入者となる時期

（イ） 

加入者とならない者

の範囲（ウ） 

（ウ）を定めた就業

規則（エ） 

○○株式会社 

東京都中央区○○６－６－６ 
入社した日 

退職金の前払いの適

用者 
給与規程第○○条 

＊＊株式会社 

東京都新宿区＊＊７－７－７ 
入社した日 

退職金の前払いの適

用者 
給与規程第＊＊条 

 

 

別表第３ 

掛金の形態等（第１３条関係） 

実施事業所の名称

（ア） 

掛金の形態

（イ） 

定額掛金の

額（ウ） 

定率掛金の

率（エ） 

定率掛金の基礎とする基準給与を定めた

就業規則（オ） 

○○株式会社 定率  ５％ 退職年金規程第○○条 

＊＊株式会社 定額 
一律 

３万円 
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別表第４ 

個人別管理資産の額を事業主に返還する場合の条件等（第４３条関係） 

実施事業所の名称 

（ア） 

勤続期間 

（イ） 

資格喪失の事由 

（ウ） 

事業主返還を定めた就業

規則（エ） 

○○株式会社 ３年 自己都合による退職 就業規則第○○条 

＊＊株式会社 ３年 自己都合による退職 就業規則第○○条 

 

 


