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退職給付会計について（論点整理） 

 
平成１２年４月１日以後開始される事業年度から新しい退職給付会計基準が適用されて早や７年度目に入ろうと

しています。当時、一連の企業会計諸基準が変革され、「会計ビッグバン」という言葉で語られていたことが懐かし

く思われます。 
 
退職給付会計に限るだけでも、平成１０年６月１６日に「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」が企

業会計審議会から公表され、その後多くの基準や指針が公表されましたが、確定拠出年金法（平成１３年１０月１

日施行）、確定給付企業年金法（平成１４年４月１日施行）の年金二法の施行に伴う「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」に係る指針等の公表により、退職給付会計に係る全般的な整備が行われてきました。 
 
また、退職給付会計以外にも社会経済情勢の変革に対する会社組織の柔軟な再編と労働者保護の観点から平成１

３年４月１日には「商法等改正法（会社分割制度）」の施行と同時に「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する

法律」が施行され、企業と労働者を取り巻く環境が大きく変革しています。 
 
ここでは退職給付会計の概要をみることにより退職給付制度全般の見直しに一つの考え方をご提供できればと思

います。 
 
１．退職給付会計とは 
退職給付会計は、退職給付の積立方法や支給方法の違いに関係なく、労働者が提供する労務に対する一定期間の

労働対価に基づき、企業が将来負担すべき退職給付額のうち事業年度末までに発生している部分を退職給付に関

する債務として財務諸表に負債計上するものです。 
 
企業会計として共通の基準である退職給付会計により年金資産の積立不足の状況や企業の財務状況が明らかに

なり、企業経営や投資情報等として役割が高まっています。 
 
従来の会計処理は、退職一時金制度と企業年金制度により計上方法が異なっていました。 
退職一時金制度は、就業規則の期末要支給額（期末に在籍する従業員全員が自己都合退職したと仮定したときの

企業年金移行分を除く退職金額）の一定割合を退職給与引当金として計上（保守的な企業は、税法上の繰入限度

額を越えた額を有税引当）していました。 
企業年金制度は、受託機関に掛金として拠出した額をその期の費用として会計処理していました。 
 
また、財務諸表に計上する方法も退職一時金制度は退職給与引当金繰入額（＝当期末退職給与引当金―当期末に

在籍する従業員に係る前期末退職給与引当金）を当期発生費用として損益計算書に計上し、退職給与引当金は貸

借対照表に計上していましたが、企業によっては計上する引当金額である要支給額の割合が異なっていました。 
 
企業年金制度は、当期に拠出した掛金を当期発生費用として損益計算書に計上していましたが、企業が将来負担

すべき年金資産の不足額等は財務諸表に計上されていませんでした。 
なお、掛金は厚生年金基金や適格退職年金など企業年金制度の受託機関が制度ごとに適用した特定の基礎率（予

定利率、脱退率、昇給率等）や過去勤務債務等の償却割合に基づき計算した額と手数料で構成されており、複数
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の制度を実施していると同じ企業でも基礎率や償却割合が制度ごとに異なる場合があります。 
 
以下では、会計基準の整備の経緯、考え方や具体的な計算プロセス、会計処理（考え方、設例）、税務上の 取

扱いなどを順次解説していきます。 
 

２．会計基準整備の経緯と基本的考え方 
ア．退職給付会計基準の検討経緯 

退職給付（注１）のうち、退職一時金制度のように企業が直接給付を行う形態に関する会計基準の検討は、

まず税法上の「退職給与引当金」（昭和２７年導入、平成１４年廃止）に対するものでした。 
それまで退職給与引当金に対する公的な見解がなかったため、昭和３７年３月１日に正規監査委員会から監

査上の意見として「退職給与引当金に関する監査意見の表明」が公表され、税法上の損金繰入限度額以上の額

を毎期規則的に繰入れなければならないとされました。 
 
しかし、その後も引当を行っていない会社や残高が不足する会社が散見されたということもあり、企業会計

審議会から個別意見書「退職給与引当金の設定について」（以下「個別意見書」という）が昭和４３年１１月

１１日に公表され、退職給与引当金の性格、設定意義、準拠すべき会計処理基準を明らかにしました。 
具体的な指針は、日本公認会計士協会から「退職給与引当金に関する会計処理及び監査上の取扱い」が公表

され、これらにより、退職給付のうち企業が直接給付を行う形態に関する会計基準は明らかにされました。 
ただ、個別意見書等が公表された当時、適格退職年金（昭和３７年）や厚生年金基金（昭和４１年）という

企業年金制度が導入されて間もなかったため、企業年金制度に基づく退職給付の会計処理については明確な基

準が示されませんでした。 
 
（注１）「退職給付」 

一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付

をいい、退職一時金制度による退職一時金や企業年金制度による退職年金等が典型的なものです。 
退職給付の性格について、個別意見書では、賃金後払説、功績報償説、生活保障説といったいくつ

かの考えを示しつつ、「企業会計においては、退職給付は基本的に労働協約等に基づいて従業員が提供

した労働の対価として支払われる賃金の後払いである」としました。 
また、「退職給付」のうち認識時点までに発生していると認められる額を一定の割引計算により測定

したものを「退職給付債務」（注２）といいます。 
 
（注２）「退職給付債務」 

退職給付債務は、退職給付会計基準の定義では、「一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由

に基づいて、退職以後の従業員に支給される給付（退職給付）のうち認識時点までに発生していると

認められるものをいい、割引計算により測定される。」としています。 
このような退職給付債務の概念は次の３つですが、退職給付会計基準では予測給付債務（ＰＢＯ）

を採用しています。 
①予測給付債務（ＰＢＯ：Ｐｒｏｊｅｃｔｅｄ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎ） 
退職給付制度に基づき、従業員の現在時点までの勤務期間による退職給付について、制度が存続す

ることを前提として予測される将来の昇給を見込んで計算された数理計算上の現在価値 
②累積給付債務（ＡＢＯ：Ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎ） 
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ＰＢＯのうち、将来の昇給を見込まずに計算された数理計算上の現在価値 
③確定給付債務（ＶＢＯ：Ｖｅｓｔｅｄ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎ） 
ＡＢＯのうち、受給権取得者だけを対象として計算された数理計算上の現在価値 

 
また、上記のような退職給付債務の現在価値を測定するためには、年金数理計算が必要になります。 
年金数理計算の方法にはさまざまな方法がありますが、現在価値を測定する方法には「予測給付評

価方式」と「発生給付評価方式」があります。 
退職給付会計基準では発生給付評価方式を採用しています。 
①予測給付評価方式 
退職給付が従業員の過去と将来の全勤務期間にわたって均等に発生するという考え方の評価方式

です。 
厚生年金基金や確定給付企業年金の財政検証における継続基準による債務の認識方法に採用され

ています。 
いわゆる収支相当の原則が成立することを目的としています。 
②発生給付評価方式 
退職給付が従業員の労働の提供に応じて発生するという考え方の評価方式です。 
退職給付コストの認識として企業会計上の発生主義の考え方と整合するものです。 
厚生年金基金や確定給付企業年金の財政検証における非継続基準による債務の認識方法に採用さ

れています。 
なお、退職給付会計基準で採用する現在価値を測定する方法として発生給付評価方式の一つである

予測単位積増方式を採用しているとされる場合もあります。 
 
その後、退職一時金制度の一部を企業年金制度に移行し、両者を併用するケースが多くなりました。 
この結果は、先に述べたように退職一時金制度は退職給与引当金による処理が行われ、企業年金制度は掛金

拠出時の費用として処理され、同じ退職給付でも会計処理が異なることになりました。 
また、バブル崩壊後は、特に企業年金制度の積立資産の利回り低下、含み損の増加等により、将来の年金給

付に必要な資産の確保に懸念が生じるようになりました。 
必要な資金の不足は、企業の年金給付コストの増加と財政状況の悪化となり、企業年金に係る情報が投資情

報や企業経営の観点からも極めて重要なものになってきました。 
このような状況から企業年金等に係る会計基準を設定することにより、年金資産や年金負債の現状を明らか

にするとともに、企業が負担する退職給付に係る費用について適正な会計処理を行っていくことが必要になり

ました。 
また、退職給付は、支給方法（一時金支給、年金支給）や積立方法（内部引当、外部積立）が異なっている

としても、いずれも退職給付であることから、退職給付制度ごとに異なっていた会計処理やディスクロージャ

ーを国際的にも通用する内容にする必要があり、企業年金制度を含めた従業員の退職給付全般について包括的

な検討が行われました。 
企業会計審議会は、平成１０年４月に検討結果を公開草案として公表し、平成１０年６月１６日に退職給付

制度に共通する会計基準として「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（以下「意見書」という）

を公表（注３）しました。 
 
（注３）現在までに公表された退職給付会計に係る基準、指針等 
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・企業会計審議会 「退職給付に係る会計基準」、「退職給付に係る会計基準注解」（平成１０年６月１

６日） 
 以下「会計基準」および「注解」といいます。 
・日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第１３号 「退職給付に関する実務指針（中間報告）」（平

成１１年９月１４日、直近改正平成１７年３月１６日） 
 以下「実務指針」といいます。 
・日本アクチュアリー会、日本年金数理人会 「退職給付会計に係る実務基準」（平成１１年９月２日、

直近改定平成１５年１１月１２日） 
 以下「実務基準」といいます。 
・日本公認会計士協会 会計制度委員会 「退職給付会計に関するＱ＆Ａ」（平成１２年１月１９日、

直近改正平成１７年３月１６日） 
・企業会計基準委員会 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」

（平成１４年１月３１日） 
・企業会計基準委員会 実務対応報告第２号 「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上

の取扱い」（平成１４年３月２９日） 
・企業会計基準委員会 企業会計基準第３号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」、企業会計

基準適用指針第７号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（平成１７年３

月１６日） 
 以下「会計基準第３号」、「適用指針第７号」といいます。 

 
イ．退職給付会計基準の基本的考え方 

意見書では、会計基準の検討にあたって、退職給付は基本的に従業員の勤務期間を通じた労働の提供に伴っ

て発生するものと捉えることにしたとされています。 
このような捉え方に立てば、退職給付はその発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であ

り、「当期の負担に属すべき退職金の金額は、その支出の事実に基づくことなく、その支出の原因又は効果の

期間帰属に基づいて費用として認識する。」という企業会計における考え方は、企業年金制度による退職給付

についても同じく当てはまると考えられ、退職給付はその発生した期間に費用として認識することが必要であ

るとされました。 
なお、役員の退職慰労金は、労働の対価との関係が必ずしも明確でないとして新しい会計基準では直接の対

象としていません。 
企業年金制度を採用している場合の取扱いについて、会計基準では確定給付型の企業年金制度（注４）を前

提とした会計処理を示しています。 
その中で、厚生年金基金制度のように給付水準や財政計算が異なる部分（加算部分や代行部分）から構成さ

れている制度や従業員からの拠出部分がある制度について、次のような考え方を採りました。 
①実態として、一つの運営主体によって資産が一体運用され、一括して給付が行われており、区分計算が

困難であること。 
また、母体企業が制度の運営および維持に実質的に関与し、過去勤務債務等が発生したときには、通常、

金額を母体企業が負担している場合が多いこと。 
などから、企業会計においては、それぞれの部分を区分せずこれを全体として一つの退職給付制度とみ

なして、財政計算上の計算方法にかかわらず同一の会計処理を適用する。 
②従業員拠出部分の退職給付債務は、従業員からの拠出額とみなして、会計上の計算を行うため、母体企
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業は従業員拠出部分も含め全体として退職給付債務及び退職給付費用の計算を行い、この退職給付費用

から従業員拠出額を控除した額を母体企業が認識すべき退職給付費用とする。 
一方、確定拠出年金制度や中小企業退職金共済制度のような将来の退職給付について拠出以後に追加的な負

担が生じない外部拠出型の制度に関する会計基準は示していませんが、基本的には当該制度に基づく要拠出額

をもって費用処理をすることが適当であるとしています。 
 
（注４）「確定給付型の企業年金制度」 

給付額が、あらかじめ年金規程等で決められた方法で計算される制度で厚生年金基金制度、確定給

付企業年金制度、適格退職年金制度が該当します。 
 

３．会計基準の要点と考え方 
ア．会計基準の基本的考え方 

退職給付に係る会計処理は、企業会計原則に基づく基本的な会計処理の考え方である、将来の退職給付のう

ち当期の負担に属する額（以下「退職給付費用」という）を当期の費用として引当金（以下「退職給付引当金」

という）に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上する（「退職給付費用」は、損益計算

書に計上する）ことに加え、退職給付に係る会計処理に特有の事象について以下のような考え方を採用しまし

た。 
 
①負債の計上にあたって、企業年金制度に基づく退職給付においては、外部に積み立てられた年金資産を差

し引くとともに、年金資産の運用により生じると期待される収益である期待運用収益（注５）を退職給付

費用の計算において差し引く。 
②退職給付の水準の改訂および退職給付の見積りの基礎となる計算要素の変更等により生じる過去勤務債

務や数理計算上の差異は、原則として負債の計上にあたり差し引くとともに一定期間にわたり規則的に費

用として処理する。 
 
（注５）「期待運用収益」 

企業年金制度の年金資産の運用により生じると期待される収益で、期首の年金資産額に合理的に予測され

る収益率（以下「期待運用収益率」という）を乗じて計算します。 
 
イ．退職給付費用、退職給付債務と退職給付引当金との関係 
ａ．退職給付費用と構成要素 

上記の会計基準の基本的考え方の退職給付費用は、勤務費用、利息費用、期待運用収益、過去勤務債務

費用処理額、数理計算上の差異費用処理額、会計基準変更時差異費用処理額から構成されています。 
退職給付費用と各構成要素とは以下の関係になります。 

 
退職給付費用＝勤務費用＋利息費用－期待運用収益＋過去勤務債務費用処理額＋数理計算上の差異費用

処理額＋会計基準変更時差異費用処理額 
 
なお、上記の過去勤務債務費用処理額、数理計算上の差異費用処理額、会計基準変更時差異費用処理額

は、費用の減額処理または費用を超過して減額した場合の利益処理が必要になる場合などがあるため、調

整要素として（＋）を（±）と表記する場合もあります。 
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上記の構成要素のうち、 
（１）「勤務費用」は、退職時に見込まれる退職給付の総額（注６）のうち、当期に発生していると認め

られる額を一定の割引率および予想される退職時から現在までの期間（以下「残存勤務期間」とい

う）に基づいて割引計算します。 
 

（注６）「退職時に見込まれる退職給付の総額」（以下「退職給付見込額」という） 
退職給付の実際の支払いは、退職時における退職給付の額に基づいて行われるものであり、

現在時点の退職給付の支払額のみに基づいて将来の退職給付の額を見積もることは、退職給付

の実態を適切に反映していないと考えられます。 
したがって、退職時に見込まれる退職給付の額は、退職時までに合理的に見込まれる退職給

付の変動要因（予定昇給率、退職事由別退職確率、予定死亡率、予定脱退率、予定一時金選択

率など）を考慮して見積もることとしています。 
 
（２）「利息費用」は、割引計算により算定された期首時点における退職給付債務について、期末までの

時の経過により発生する計算上の利息の額で、期首の退職給付債務に一定の割引率を乗じて計算し

ます。 
 
（３）「過去勤務債務費用処理額」は、退職給付の給付水準の改定により従前の給付水準に基づく計算と

の差異として発生する過去勤務債務のうち当期の費用として処理される額で、各期の発生額につい

て平均残存勤務期間（注７）以内の一定の年数で按分した額を毎期処理します。 
なお、すでに退職した従業員に対応する部分は、他の過去勤務債務と区分して発生時に全額を費用

処理することができます。 
 

（注７）「平均残存勤務期間」 
実務指針では、平均残存勤務期間は、現役の従業員集団について退職給付債務の算定に使用

した予定退職率と予定死亡率を用いて計算することを原則としていますが、実務上の観点から、

定年年齢等の標準的な退職年齢から貸借対照表日現在の平均年齢を控除して算定する方法も

認められています。 
 
（４）「数理計算上の差異費用処理額」は、数理計算上の差異のうち当期の費用として処理される額で各

期の発生額について、過去勤務債務の費用処理額と同様に原則として平均残存勤務期間以内の一定

の年数で按分した額を毎期処理します。 
なお、数理計算上の差異の当期発生額は、翌期から費用処理することができます。 

 
（５）「過去勤務債務費用処理額」と「数理計算上の差異費用処理額」の費用処理年数は、企業会計原則

の継続性の原則により毎期同一のものとする必要があります。 
なお、数理計算上の差異と過去勤務債務とは発生要因や債務の性格が異なるため、処理方法や処理

年数が同一である必要はなく、また数理計算上の差異が経常的、継続的に発生することが想定され、

各期の発生額、時期が異なっても発生要因や費用としての性質は同質であると思われることから、

定率法（平均残存勤務期間以内の一定の年数で未認識額の概ね９０％が処理されるように未認識残



7 
確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

高の一定率を認識する方法）による処理方法も合理的であるとされています。 
 

（６）「会計基準変更時差異費用処理額」は、新会計基準への切り替えに伴い発生した会計基準変更時差

異のうち当期の費用として処理される額で１５年以内の一定年数で按分した額を毎期処理します。 
なお、一度採用した処理年数は原則として変更できません。 

 
ｂ．退職給付引当金と退職給付費用との関係 

退職給付引当金と退職給付費用との関係は、以下のとおりです。 
 
退職給付引当金（期末）＝退職給付引当金（期首）＋退職給付費用－企業年金制度の掛金拠出額－退職

一時金制度による退職金支払額 
 
なお、退職給付費用＜企業年金制度の掛金拠出額のときは、超過部分を経過的に「前払年金費用」とし

て資産計上します。 
企業年金制度の掛金拠出額が退職給付費用を超過する場合があるのは、企業年金制度による年金財政計

算と企業会計による期間損益計算では計算目的が異なり、各期に配分される額も異なるためです。 
 
ｃ．退職給付引当金と退職給付債務との関係 

退職給付引当金と退職給付債務との関係は、以下のとおりになります。 
 
退職給付引当金（期末）＝退職給付債務－年金資産（公正な評価額）－未認識の過去勤務債務－未認識

の数理計算上の差異－会計基準変更時差異の未処理額 
 
なお、上記の未認識の過去勤務債務、未認識の数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額は、

増減額処理または損益処理が必要になる場合などがあるため、調整要素として（－）を（±）と表記する

場合もあります。 
 
上記のうち、 
（１）「未認識の過去勤務債務」は、退職給付水準の改定等により発生した退職給付債務の増加または減

少部分であり、このうち未だ費用処理（費用の減額処理または費用を超過して減額した場合の利益

処分を含む）されていないものです。 
 
（２）「未認識の数理計算上の差異」は、 
①退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異 
②見積数値の変更等により発生した差異 
③年金資産の期待運用収益と実際の成果との差異 
などから構成され、このうち未だ費用処理されていないものです。 

 
（３）「会計基準変更時差異の未処理額」は、新会計基準への切り替えに伴い発生した債務のうち、未だ

費用処理されていないものです。 
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ウ．過去勤務債務および数理計算上の差異の処理に関する考え方（遅延処理と重要性基準） 
意見書では、過去勤務債務および数理計算上の差異の処理は、平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的

に処理する（発生した期に全額を処理する方法を継続して採用することを含む）こととし、未認識の過去勤務

債務および数理計算上の差異は、貸借対照表に計上しないこととされました。 
 
このように一定の年数で規則的に費用として認識、処理する方法を「遅延認識」といいます。 
遅延認識は、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用であり、また期間損益を平準化させ

るという２つの効果から退職給付会計で遅延認識を行うことに合理性があるとされています。 
 
数理計算上の差異の取扱いについては、退職給付債務が長期的な見積計算であることから、基礎率等の計算

基礎に重要な変動が生じない場合には計算基礎を変更しないなど、計算基礎の決定にあたっては合理的な範囲

で重要性による判断を認める方法（以下「重要性基準」という）によることとされました。 
ただし、実務上は割引率の変更要否に１０％という基準が設けられています。 

 
エ．退職給付費用の処理に関する基本的考え方 

退職給付費用の計算方法は、退職給付見込額について合理的な計算方法により各期の発生額を見積もり（注

８）、これを一定の割引率および残存勤務期間に基づく現在価値額に割り引く現価方式を採用（注９）するこ

ととされました。 
このため割引率等の計算基礎が会計数値の計算上重要な要素となることから、計算基礎を合理的に決定する

こととされています。 
 
（注８）「各期の発生額を見積り」（＝「退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額」） 

各期の退職給付の発生額を見積る方法として、労働の対価として退職給付の発生額を見積もる観点から、

国際的にも合理的で簡便な方法である勤務期間を基準とする方法を原則としました。 
また、わが国では、一般的に全勤務期間の給与を体系的に定めている場合が多く、退職給付の算定基礎と

なる各期の給与額（「ポイント」を含む）に対応する各期の労働の対価が合理的に反映されていると認めら

れる企業については、全勤務期間の給与総支給額に対する各期の給与額の割合を基準とする方法を用いるこ

とも認められます。 
なお、退職給付の支給倍率は一定の勤務期間を経て急増することが一般的であり、労働の対価性より勤続

に対する報償的側面を反映していると考えられるため、支給倍率の増加が各期の労働の対価を合理的に反映

していると認められる場合を除き、支給倍率を基準とする方法を用いることは適当でないとしています。 
 
（注９）「現価方式を採用」 

退職給付は支出までに相当の期間があることから、退職給付債務および退職給付費用の計算方法として一

定の割引率および残存勤務期間に基づき現在価値額に割り引く現価方式は、個別意見書においても認められ

ており、企業年金制度においても、一般に割引現在価値の考え方を財政計算に用いていることから、退職給

付費用の計算は現価方式を原則としました。 
 

４．具体的な計算手順と会計処理方法 
ア．退職給付会計による計算手順の概要 

退職給付会計では、さまざまな用語と複雑な計算を行いますが、最終的には貸借対照表に「退職給付引当金」



9 
確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

を計上し、損益計算書に「退職給付費用」を計上することにあります。 
ここでは「退職給付引当金」や「退職給付費用」認識の起点となる「退職給付債務」の計算プロセスをみる

ことにします。 
ａ．退職給付債務の計算手順 
（１）退職給付債務の計算手順の概要 
退職給付債務の計算は、原則として個々の従業員ごとに次の①から③の手順で行います。 
また、個々の従業員ごとに①から③のそれぞれの計算の際に、計算を行う現在時点から退職が見込ま

れる最終年齢（通常は定年年齢）まで各期ごとに計算します。 
退職給付制度によって加入資格や受給資格を満たさない従業員や未払給付がある場合も当該制度に係

る退職給付債務を計算します。 
また、年金受給者（受給待期者を含む）についても従業員の計算時に使用した基礎率による年金現価

額を計算します。 
 
① 退職給付見込額の算定 
② 退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額を算定 
③ 期末までに発生していると認められる額の残存勤務期間による割引現在価値を算定 

 
（２）退職給付債務の計算プロセスと勤務費用 
◎ 前提 
・計算対象者の期始年齢５７歳、期始勤務期間２７年、現在算定給与３０万円 
・定年は６０歳に達した日の属する事業年度末 
・割引率３％ 
・期末までに発生していると認められる額の算定方法は「期間定額基準」 
・中途退職、死亡退職とも期末に発生 
 

事業年度  平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 
退職時年齢  ５８歳 ５９歳 ６０歳 
勤務期間  ２８年 ２９年 ３０年 
退職時給与 ① ３０万円 ３１万円 ３２万円 
生存退職支給

倍率 
② ５２．０ ６０．０ ６５．０ 

死亡退職支給

倍率 
③ ５５．０ ６２．０ ― 

生存退職給付

額 
④＝①×② １，５６０万円 １，８６０万円 ２，０８０万円 

死亡退職給付

額 
⑤＝①×③ １，６５０万円 １，９２２万円 ― 

退職確率 ⑥ １．１００% １．２００％ ９６．２００% 
死亡確率 ⑦ ０．７００% ０．８００％ ― 
退職給付見込

額 
⑧＝④×⑥

＋⑤×⑦ 
２８．７１万円 ３７．６９６万円 ２，０００．９６万円 
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退職時点勤務

期間 
⑨ ２８年 ２９年 ３０年 

現在時点勤務

期間 
⑩ ２７年 ２７年 ２７年 

期末までに発

生が認められ

る額 

⑪＝⑧／⑨

×⑩ 
276,846円 350,962円 18,008,639円 

当期の勤務期

間 
⑫ １年 １年 １年 

当期に発生が

認められる額 
⑬＝⑧／⑨

×⑫ 
10,253円 12,998円 666,986円 

残存勤務期間 ⑭ １年 ２年 ３年 
割引係数 ⑮＝1／(1+

割引率)⑭ 
0.97087 0.94259 0.91514 

割引現在価値 
（退職給付債

務） 

⑯＝⑪×⑮ 268,781円 330,813円 16,480,425円 

割引現在価値 
（勤務費用） 

⑰＝⑬×⑮ 9,954円 12,251円 610,385円 

 
退職給付債務 ⑯の合計 17,080,019円 
勤務費用 ⑰の合計 632,590円 
 
（３）退職給付見込額の算定 
退職給付見込額は、将来の退職時点で支払うことが予想される額です。 
予想される額が、最終的に財務諸表により開示される「退職給付引当金」や「退職給付費用」の起点の

額となるため、より確実性のあるものとする必要があります。 
このため、退職給付制度の特性や実績データ等を利用して将来の予測が合理的にできる基礎率を設定し

ます。 
退職給付見込額算定に使用する基礎率には、次のようなものがあります。 
① 予定昇給率 
一般的に企業ごとの実績による年齢別の定期昇給部分を用いて算定されます。 

② 予定退職率 
一般的に企業ごとの実績により算定されます。 

③ 予定死亡率 
一般的に国民全体の生命表を基準にして算定されます。 

上記の他、退職事由（自己都合、会社都合）によって給付額が異なる場合は、受給権を有していない

従業員について退職事由別の発生確率を算定します。 
また、退職給付見込額は、退職一時金制度と企業年金制度に分けて算定します。 
企業年金制度では、退職給付額として年金現価額（割引率は、退職給付債務の計算に使用する割引率）

を用い、さらに一時金選択も認められているため合理的に見積もった予定一時金選択率を算定します。 
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退職給付見込額の具体的な計算式は次のようになります（退職一時金制度の場合で退職事由別発生確

率を省略）。 
 
現在算定給与×予定昇給率×生存退職支給倍率×予定退職率（退職確率） 

＋ 
現在算定給与×予定昇給率×死亡退職支給倍率×予定死亡率（死亡確率） 
 
上記の「現在算定給与×予定昇給率」は、予定昇給率が一般的には年齢別の指数として定められてい

るため、具体的には「現在算定給与×退職時年齢の昇給指数／期始年齢の昇給指数」により退職時給与

が算定されます。 
 
また、上記計算式では生存退職と死亡退職の給付額を合計していますが、従業員は定年までの間に何

らかの事由で退職しますので予定退職率と予定死亡率の合計が、「１」になるためです。 
 
なお、臨時に支給される割増退職給付等で予め予測できないものは、退職給付見込額に含めません。 
実際の支払時に退職給付費用となります。 
 

（４）退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額を算定 
退職給付見込額が算定されると次の段階として期末までに発生していると認められる額を算定します。 
つまり退職給付見込額のうち労働の提供に伴ってすでに発生している部分と将来発生する部分に分ける

ことになりますので、これも合理的に計算する必要があります。 
期末までに発生していると認められる額の割合を計算する方法は、基本的に以下の４つです。 
（ア）勤務期間を基準する方法である「期間定額基準」 

会計基準における原則的な取扱いですが、「退職時点までの勤務期間」に対する「現在時点までの

勤務期間」の割合を用います。 
定年延長等に伴い打切り支給を実施している場合は、上記の勤務期間に打切り支給された額の算定

基礎となった勤務期間は含めません。 
なお、加入期間に基づいて給付額を決定する退職給付制度では、一定の条件の基に加入期間を用い

て割合を算定することもできます。 
（イ）給与総額を基準とする方法である「給与基準」 

「退職時点までの勤務期間にわたる総給与額」に対する「現在時点までの勤務期間にわたる総給与

額」の割合を用います。 
「給与基準」を用いる場合は、全勤務期間の給与額を体系的に定めており、退職給付の算定基礎と

なる各期の給与額に各期の労働対価が合理的に反映していると認められる場合に限定されます。 
使用する給与は、退職給付の算定に使用される給与と同じものを使用します。 

（ウ）支給倍率を基準とする方法である「支給倍率基準」 
「退職時点における支給倍率」に対する「現在時点おける支給倍率」の割合を用います。 
「支給倍率基準」を用いる場合は、支給倍率の増加が各期の労働対価を合理的に反映していると認

められる場合に限定されます。 
退職事由や勤続年数、年齢による給付の格差が大きい場合等では用いることができません。 
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（エ）ポイント累計を基準とする方法である「ポイント基準」 
「退職時点までの勤務期間にわたるポイント累計」に対する「現在時点までの勤務期間にわたるポ

イント累計」の割合を用います。 
「ポイント基準」を用いる場合は、厚生年金基金制度や適格退職年金制度で認めているポイント制

の要件を満たしている場合など、ポイントの増加が各期の労働対価を合理的に反映していると認め

られる場合に限定されます。 
また、キャッシュバランスプランによる場合は、拠出付与額の再評価後の累計額をポイント累計と

みなして用いることもできますが、当該累計額の増加が各期の労働対価を合理的に反映していると

認められることが必要です。 
 
退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額の具体的な計算式は次のようになりま

す。 
 
退職給付見込額×上記のいずれかの基準による割合 
 

（５）期末までに発生していると認められる額の残存勤務期間による割引現在価値を算定 
退職給付債務計算の最終局面の割引現在価値を算定します。 
計算式は次のようになります。 
 
期末までに発生していると認められる額×（１／１＋割引率）残存勤務期間 
 
割引率は、会計基準で「安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しなければならない」とさ

れており、注解において「安全性の高い長期の債権の利回りとは、長期の国債、政府機関債および優良社

債（ダブルＡ格相当以上）の利回りをいう。」とされています。 
 
ここでいう「長期」とは、実務指針では退職給付の支払時までの平均残存期間を原則としていますが、

実務上は平均残存勤務期間に近似した年数も認められています。 
 
わが国の企業の平均残存勤務期間が相当長期に及ぶため、該当する債券が存在しない場合や流通量が少

ない場合は、妥当性を考慮のうえ、平均残存勤務期間に準じる期間の債券利回りを使用することができま

す。 
 
また、注解において「割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。」と

されていますが、当該債券の概ね５年以内の実績値により合理的に定めることができます。 
 
なお、割引率を含めた基礎率の変動が軽微であると考えられる場合には、重要性基準により見直しを行

わないこともできますが、割引率については、前期末に用いた割引率による退職給付債務と比較して、期

末に算定した割引率による退職給付債務が１０％以上変動することはないと推定される場合は、その見直

しは行いません。 
 
以上により計算された期末までに発生していると認められる額の割引現在価値の合計が退職給付債務と
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なります。 
 
ｂ．退職給付引当金の計算手順（年金資産について） 

退職給付引当金は、３．イ．ｃ．でも示したとおり、以下の算式で計算されます。 
 
退職給付引当金（期末）＝退職給付債務－年金資産（公正な評価額）－未認識の過去勤務債務－未認識

の数理計算上の差異－会計基準変更時差異の未処理額 
 
上記の未認識の過去勤務債務、未認識の数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額は、費用の

減額処理または費用を超過して減額した場合の利益処理が必要になる場合などがあるため、調整要素とし

て（－）を（±）と表記する場合もあります。 
 
ここでは、退職給付引当金を算定するための構成要素のうち、退職給付債務、未認識の過去勤務債務、

未認識の数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額についてはすでに解説しましたので、年金資

産についてみることにします。 
 
企業年金制度の年金資産（注１０）は、退職給付の支払いのためのみに使用されることが制度的に担保

されているため、貸借対照表には計上されませんが、期末に年金資産の額を公正な評価額（注１１）によ

り測定し、当該額を退職給付に係る負債の計上額の計算にあたって差し引く（退職給付債務から控除する）

こととしました。 
 

（注１０）「年金資産」 
企業年金制度（厚生年金基金制度、適格退職年金制度、確定給付企業年金制度）において保有する

資産のほか、実務指針による一定の要件を満たした退職給付制度の規程による資産または退職給付目

的の信託（以下「退職給付信託」（注１２）という）を設定した場合は年金資産に該当します。 
 
厚生年金基金制度の業務経理に係る資産、企業が未払掛金として計上していない掛金は、年金資産

に該当しませんが、適格退職年金制度等の剰余金で企業に返還されるまでは年金資産に該当します。 
 
また、一つの企業年金制度を複数の企業が共同で実施している場合に年金資産を合理的に按分する

基準は、退職給付債務の比率による他、以下の額が制度全体における各企業に係る比率によるものと

なります。 
・年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）から年金財政計算における未償却過去勤務債

務を控除した額 
・年金財政計算における数理債務の額（責任準備金） 
・掛金累計額 
なお、総合型の厚生年金基金のように自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できない

場合は、掛金拠出割合、制度の加入人数や制度の給与総額の比率により計算を行います。 
 

（注１１）「公正な評価額」 
時価ないし時価に準じた額で、厚生年金基金制度等の数理的評価額は公正な評価額には該当しませ
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ん。 
 

（注１２）「退職給付信託」 
退職給付信託は、会計基準の変更に伴い表面化した企業年金資産の解消等のため、企業が保有する

一定の要件を満たした有価証券等（時価の算定が客観的かつ容易で換金性の高いもの）を信託銀行に

時価相当額で退職給付目的の信託を設定し、その信託による配当や売却代金で退職一時金制度の給付

支払いおよび企業年金制度への掛金拠出や給付支払いに充てる他益信託（「受益者」は、受給者となる

従業員であり、「委託者」である企業ではない）です。 
 
退職給付信託は、委託者を企業、受託者を信託銀行、受益者を一時金または年金の受給権者、企業

年金制度の受託者や基金（厚生年金基金、企業年金基金）とする信託契約ですが、信託財産に属する

株式の議決権の行使は、委託者か留保します（委託者が受託者に指図）。 
 
退職給付信託設定の効果は、以下のとおりです。 
① 一定の条件を満たした退職給付信託は、年金資産とみなされ、その公正価値を退職給付債務か

ら控除できる。 
  平成１２年９月末までに設定された退職給付信託は、会計基準変更時差異と相殺する会計処理

が認められていましたが、１０月以降は相殺処理が認められません。 
② 企業が保有する資産を退職給付信託に充てることにより、資産の有効活用を図る。 
  いわゆる持合株式の解消が代表的な例でした。 
 
退職給付信託として認められる条件は以下のとおりです。 
① 当該信託が、退職給付に充てられるものであることが退職金規程、退職年金規程等により確認

できること。 
② 当該信託は、信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること。 
③ 当該信託は、企業から法的に分離されており、信託財産の企業への返還および受益者に対する

詐害行為が禁止されていること。 
④ 信託財産の管理・運用・処分については、受託者が信託契約に基づいて行うこと。 
 
退職給付信託の解約は、原則として不可ですが、信託財産が、年金資産の積立不足額を超過した場

合は、当該超過額の範囲内で一部または全部の解約が可能です。 
昨今の株式市況の回復等により、年金資産の運用が改善され、年金資産が退職給付債務に対して積

立超過となる事例が増えてきました。 
このため、退職給付信託についても一部または全部を解約するケースが増えています。 

 
なお、企業年金制度に基づいて積み立てられた年金資産が、当該企業年金制度の退職給付債務を超過するケ

ースがありますが、その原因の一つは実際運用収益が期待運用収益を超過する場合や見積退職給付債務が実際

退職給付債務を上回った場合による数理計算上の差異が発生する場合であり、二つ目は給付水準の引き下げに

よるマイナスの過去勤務債務が発生（退職給付債務の減少）する場合です。 
 
このように年金資産が、企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識過去勤務債務お
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よび未認識数理計算上の差異を加減した額を超える場合には、原則として当該超過額を退職給付債務から控除

することはできないものとし、「前払年金費用」として処理するものとするとされていますが、「注解１．１」

による特別な制限として当該超過額を数理計算上の差異や過去勤務債務として取扱わず（退職給付費用のマイ

ナスによる利益や退職給付引当金のマイナスによる資産を計上しない）、「未認識年金資産」として処理（オフ

バランス処理）することとされました。 
 
しかし、その後の退職給付を巡る環境において、「会計基準」制定時には予測することができなかった以下

のような変化が生じました。 
・退職給付信託を利用した厚生年金基金代行部分を含む積立不足の解消と、その後に代行返上が可能となっ

た 
・厚生年金基金等の掛金減額等の制限緩和 
 
こうした状況により、年金資産が退職給付債務を超過する際の会計処理について、「会計基準第３号」、「適

用指針第７号」により「注解１．１」の定めを適用せず、以下のように改正されました。 
 
実際運用収益が期待運用収益を超過するなどによる数理計算上の差異の発生または給付水準を引き下げた

ことよる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えること（未認識年金

資産）となった場合にも、当該数理計算上の差異または過去勤務債務は、企業への当該超過年金資産の返還有

無にかかわらず、数理計算上の差異または過去勤務債務に合理的に区分（合理的に区分できない場合は、全額

を数理計算上の差異とすることができます）して企業の採用する処理年数および処理方法に従って費用の減額

として処理することになりました。 
 
なお、実務指針第３１―２項により、実際運用収益が期待運用収益を超過する場合等による数理計算上の差

異の発生または給付水準の引き下げによる過去勤務債務が発生（退職給付債務の減少）を原因として、年金資

産が企業年金制度に係る退職給付債務を超え、当該超過年金資産の全部または一部を企業へ返還した場合は、

返還額を企業の資産と退職給付引当金の増加として処理することとされています。 
 
また、一定の要件のもとに返還額に対応する数理計算上の差異は、損益に計上することとされています。 

 
ｃ．その他退職給付会計の計算手順に係る留意点 
（１）キャッシュバランスプランの指標利率 

キャッシュバランスプランは、給与やポイント（×単価）に一定の割合を乗ずる方法により算定し

た拠出付与額を指標利率（定率や２０年国債の直近５年平均利回り等の市場金利、またはそれらの組

合せたものなど）により再評価し、その累計額を年金規約に定める年金現価で除すことにより給付が

決定される制度です。 
給付についても指標利率により給付額を再評価する場合や一定期間の据置利率による据置期間を設

ける場合もあります。 
キャッシュバランスプランは、厚生年金基金や確定給付企業年金に導入することができるため、企

業年金制度として退職給付債務を計算します。 
計算過程で計算基礎の一つとして再評価や給付額の改定等に用いる指標利率の予測が必要です。 
指標利率の将来予測値は、予測時点の過去の平均値を用いる方法の他、市場や経済環境の将来見通
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しに基づいた予測値を用いるなどが合理的な方法とされています。 
 

（２）厚生年金基金の代行部分の退職給付債務 
代行部分の退職給付債務については、貸借対照表日時点で施行されている法律に基づく代行給付を

対象に算定するとされています。 
また、代行部分に係る年金資産は、財政運営上も代行部分に係る責任準備金として確保することが

要請されている最低責任準備金の額を用いることが望ましいとされています。 
 

（３）厚生年金基金の代行部分返上の退職給付債務 
代行返上に伴う代行部分の退職給付債務については、基本的には上記の代行部分の退職給付債務の

算定方法と同様ですが、「貸借対照表日時点」を「返還の日（最低責任準備金相当額を国へ現金納付し

た日）時点」に読み替えます。 
なお、将来分支給義務免除の認可を受けている場合は、支給義務を免れている部分を退職給付債務

の計算対象にしない一方、将来分支給義務免除により発生する代行部分に係る過去勤務債務を計算す

ることが必要になります。 
 
（４）適格退職年金の併せ給付の退職給付債務 

給付減額や定年延長等による「併せ給付」（退職所得控除の適用などのため実際の退職時まで支給を

延期する）は、延期期間中に付利をしない限り、給付額が過去勤務期間のみにより計算され、支払時

期のみが確定していないため、退職給付債務の計算においては、給付現価による額を用いることがで

きます。 
 
イ．会計処理方法（仕訳） 

退職給付会計では、「退職給付引当金」、「退職給付費用」の勘定科目を用いて会計処理を行いますが、３．

イ．ｂ．で解説しました以下の算式がベースになります。 
 
退職給付引当金（期末）＝退職給付引当金（期首）＋退職給付費用－企業年金制度の掛金拠出額－退職一時

金制度による退職金支払額 
 
（１）退職給付費用の計上 

仕訳 
（退職給付費用） ×××／（退職給付引当金） ××× 

（２）企業年金制度での掛金拠出 
仕訳 
（退職給付引当金） ×××／（現金預金） ××× 

（３）企業年金制度に従業員拠出がある場合の掛金拠出 
仕訳（給与支給時） 
（給与） ×××／（現金預金）   ××× 

（従業員預り金） ××× 
仕訳（掛金拠出時） 
（従業員預り金） ×××／（退職給付費用） ××× 
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（４）退職一時金制度による退職金支払い 
仕訳 
（退職給付引当金） ×××／（現金預金） ××× 

（５）臨時に支給される割増退職金 
仕訳 
（退職給付費用） ×××／（現金預金） ××× 

（６）企業年金制度による給付支払い 
仕訳なし 

 
５．小規模企業等における簡便法の採用 

従業員が比較的少ない「小規模な企業」は、合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職

給付の重要性が乏しい場合などでは、期末の退職給付の要支給額を用いた見積計算を行うなど「簡便な方法」（以

下「簡便法」という）を用いて退職給付債務、退職給付引当金、退職給付費用を計算することが認められます。 
 
「小規模な企業」は、実務指針では原則として退職給付債務の計算対象となる制度ごとの従業員数が３００人

未満の企業としています。 
３００人という数は、数理計算上の見積りが成立する母集団として年齢分布（１８歳から６０歳まで４２年間）

ごとに７ないし８人必要であるため、あくまで数理計算上の信頼性を確保するために設定されたものと考えられ

ます。 
３００人以上であっても年齢分布に偏りがある企業では数理計算上の信頼性が確保されないため簡便法によ

ることが可能です。 
連結子会社の場合、連結財務諸表原則の会計処理の統一（連結財務諸表原則第三の三）という観点から親会社

と類似した退職給付制度を有する子会社は、親会社と同様に原則法を採用することになります。 
ただし、簡便法によっても連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼさない場合（連結財務諸表原則第ニのニ注解

２）は、簡便法によることができます。 
このため実務指針では、親会社が原則法を採用していても簡便法が採用できるとされています。 
また、退職給付制度ごとに簡便法の採否を決定することができます。 
 

ア．簡便法による退職給付債務の計算方法 
簡便法では、原則法と異なり、期末時点に退職給付債務を計算します。 
したがって、過去勤務債務や数理計算上の差異は、期末時点に計算される退職給付債務に含まれ、個別に把

握されないことになります（過去勤務債務や数理計算上の差異に係る遅延認識は行われない）。 
退職給付債務の計算方法は、実務指針では退職給付制度ごとに以下のいずれかのうち最も合理的な方法を採

用することが可能ですが、一度採用した方法は継続使用することが原則です。 
 
以下のいずれの場合も退職給付制度に係る未払い給付があれば当該額を退職給付債務に含めることになり

ます。 
ａ．退職一時金制度のみを採用している場合（実務指針第３６項） 
（１）第３６項① 自己都合要支給額に比較指数を乗じる方法 

会計基準適用初年度および基礎率等に重要な変動があった年度に計算した原則法による退職給付債

務と自己都合要支給額との比率を期末時点の自己都合要支給額に乗じて退職給付債務を算定します。 
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基礎率に重要な変動がない限り、原則法による計算が初回だけで、比較的正確な計算が可能になり

ます。 
（２）第３６項② 自己都合要支給額に係数を乗じる方法 

期末時点の自己都合要支給額に平均残存勤務期間に対応する予定昇給率および割引率の各係数を乗

じて退職給付債務を算定します。 
係数に使用する予定昇給率は、過去の平均給与の伸展率を用いるなどの方法により一定率として見

込みます。 
上記の第３６項①より計算が簡便です。 
各係数は、実務指針の中で表として提供されていますが、次の算式で計算できます。 
予定昇給率の係数＝（１＋予定昇給率）平均残存勤務期間 
割引率の係数＝（１／１＋割引率）平均残存勤務期間 

（３）第３６項③ 自己都合要支給額をそのまま用いる方法 
期末時点の自己都合要支給額をそのまま退職給付債務とします。 

 
ｂ．企業年金制度のみを採用している場合（実務指針第３６項） 
（１）第３６項④ 年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）に比較指数を乗じる方法 

会計基準適用初年度および基礎率等に重要な変動があった年度に計算した原則法による退職給付債

務とその直近の年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）との比率を期末時点の直近の年

金財政計算における数理債務の額（責任準備金）に乗じて退職給付債務を算定します。 
基礎率に重要な変動がない限り、原則法による計算が初回だけで、比較的正確な計算が可能になり

ます。 
（２）第３６項⑤ 在籍従業員と年金受給者（受給待期者を含む）ごとに計算する方法 

在籍従業員について上記の第３６項②または③の方法により計算した額と年金受給者（受給待期者

を含む）について期末時点の直近の年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）の合計をそ

のまま退職給付債務とします。 
（３）第３６項⑥ 年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）をそのまま用いる方法 

期末時点の直近の年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）をそのまま退職給付債務とし

ます 
ｃ．退職一時金制度の一部を企業年金制度に移行している場合（実務指針第３７項） 
（１）第３７項① 退職一時金制度と企業年金制度ごとに計算する方法 

退職一時金制度の未移行分に係る退職給付債務は上記の実務指針第３６項①から③のいずれかに

よる方法で算定し、企業年金制度に移行した分に係る退職給付債務は上記の実務指針第３６項④か

ら⑥のいずれかによる方法で算定します。 
（２）第３７項② 在籍従業員と年金受給者（受給待期者を含む）ごとに計算する方法 

在籍従業員については企業年金制度に移行した分を含めて期末時点の自己都合要支給額を基に算

定した額を退職給付債務とし、年金受給者（受給待期者を含む）については、直近の年金財政計算

における数理債務の額（責任準備金）の額を退職給付債務とします。 
 

なお、「直近の年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）」は、当該額が算定された年金財政決算

日と退職給付債務を算定する期末時点に相当のタイムラグがある場合は、予定利率を乗じるなどの補正を行

うことが望ましいとされています。 
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イ．簡便法による平均残存勤務期間の計算方法 

簡便法による平均残存勤務期間は、自己都合要支給額や年金財政計算における数理債務の額（責任準備金）

に比較指数を乗じる方法を採用した場合は原則法による計算時の数値を使用することができますが、係数を乗

じる方法を採用した場合などでは、定年年齢から貸借対照表日現在の従業員の平均年齢を控除する方法を用い

ます。 
 

ウ．簡便法による退職給付引当金の計算方法 
期末時点の退職給付債務から会計基準変更時差異の未処理額（期首残高－当期償却額）を加減し、企業年金

制度については年金資産の額を控除した額を退職給付引当金とします。 
算式は、次のとおりです。 
退職給付引当金（期末）＝退職給付債務－（会計基準変更時差異の未処理額＋年金資産） 
なお、年金資産の額は、期末時点の公正な評価額によることが原則ですが、直近の年金財政決算における公

正な評価額を基礎として合理的に算定された金額（例えば、直近の公正な評価額に期末日までの掛金拠出額、

給付支払額を加減し、当該期間の見積運用収益を加算した金額）を用いることができます。 
 

エ．簡便法による退職給付費用の計算方法 
期首退職給付引当金から退職一時金制度の給付支払額と企業年金制度への掛金拠出額を控除した残額と期

末退職給付引当金との差額を退職給付費用とします。 
算式は、次のとおりです。 

退職給付費用＝期末退職給付引当金－（期首退職給付引当金－退職一時金制度からの給付支払額－企

業年金制度への掛金拠出額） 
 

オ．簡便法採用の留意点 
簡便法は、退職給付債務の計算において例外的な取扱いであるため、実務指針では簡便法から原則的な取扱

い（以下「原則法」という）への変更は合理的な理由があれば認められていますが、原則法から簡便法への変

更は従業員の著しい減少など相当の事由以外は原則として認められません。 
また、簡便法には以下のようなデメリットがあるため、簡便法を採用する場合はその影響を事前に把握して

採用を決定する必要があります。 
①企業年金制度が退職一時金制度の縦割り移行（定年退職者や勤続２０年以上の長期勤続者、５０歳以上

の中高齢者の退職等に伴う退職手当を企業年金制度に移行）の場合には、退職一時金制度と企業年金制

度の整合性を考慮する必要があり（企業年金制度では受給資格を満たしていない者を含めて責任準備金

を計算しているため、退職一時金制度で自己都合要支給額に基づいた算定をすると退職給付債務を二重

に計上することになるため）、退職給付債務の計算方法の採用に制約を受けます（実務指針第３７項①の

方法による算定は原則として不可）。 
②年金資産の変動、予定利率の変更、給付の減額、リストラ・企業再編による大量退職等が発生した場合、

過去勤務債務や数理計算上の差異による遅延認識が行われないため、当期に一括して損益を計上するこ

とになります。 
③期末時点の退職給付引当金により退職給付費用が算定されるため、中間決算を含めて期間損益の認識が

遅くなります。 
④その他、原則法による退職給付債務と乖離が大きくなる可能性があり、財務状況が的確に把握できなく
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なる場合があります。 
 

６．債務の認識方法と割引率のダブルスタンダード 
退職給付会計基準では、企業から直接給付される退職給付と企業年金制度から給付される退職給付について包括

的に処理することとしていますが、退職給付会計基準と企業年金制度（厚生年金基金制度や確定給付企業年金制

度）の財政検証（継続基準と非継続基準）におけるそれぞれの債務の認識方法や割引率の決定方法が異なってい

ます。 
ここでは、企業年金制度の財政検証についてみることにします。 
 
ア．継続基準 

継続基準は、企業年金の存続を前提として、将来の年金給付や掛金収入を見込んで長期的な収支のバランス

を図るもので、いわゆる収支相当の原則が成立することを目的とします。 
このため、債務の認識方法は、予測給付評価方式によっています。 
予測給付評価方式では、将来予想される総給付額の割引現在価値（総給付現価）を従業員の過去から将来に

わたる全勤務期間に均等に割り当てた額を掛金（標準掛金）とし、総給付現価から標準掛金と補足掛金の収入

現価（総収入現価）を控除した額である責任準備金の額に照らして算定した額（責任準備金－許容繰越不足金）

と年金資産の額を比較して、年金資産の積立状況が下回っている場合は、掛金を再計算しなければなりません。 
なお、補足掛金（特別掛金）は、総給付現価から標準掛金の収入現価を控除した額である数理債務から年金

資産の額を控除した額です。 
割引率は、予定利率として１０年国債の応募者利回りの直近５年平均または直近１年平均のいずれか低い率

を基準として厚生労働大臣が定める下限予定利率（平成１７年度は１．３％）以上の合理的な長期的期待収益

率と企業のリスク許容度に基づき決定します。 
 

イ．非継続基準 
非継続基準は、企業年金が解散・終了した場合を前提として、加入者および受給者の年金受給権の保護を目

的とします。 
債務の認識方法は、退職給付会計基準と同様に発生給付評価方式によっています。 
発生給付評価方式では、企業年金が解散・終了した場合を前提とした観点から、これまでに発生した給付債

務に見合う額（最低保全給付）の現価（最低積立基準額）と年金資産の額を比較して年金資産の積立状況が下

回っている場合は、下回った額を基準として定められた掛金を追加拠出しなければなりません。 
割引率は、最低積立基準額の算定に用いる予定利率として３０年国債の応募者利回りの直近５年平均により

定められます（平成１７年度は２．２％で所定の手続きにより当該率に０．８以上１．２以下の数を乗じた率

とすることも可能）。 
 

７．退職給付制度間の移行等に関する会計処理 
退職給付制度間の移行等に関する会計処理については、企業会計基準委員会から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（平成１４年１月３１日）」（以下「適用指針」という）と実務対応

報告第２号 「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い（平成１４年３月２９日）」で公表さ

れていますが、これらの指針等が公表されるまでの会計基準等は、従来の退職給付制度が維持、継続されること

を前提としていました。 
 



21 
確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

しかし、その後の確定拠出年金法（平成１３年１０月１日施行）、確定給付企業年金法（平成１４年４月１日施

行）の施行に伴い、退職給付制度間の移行等が可能となり、これらに関係する会計処理も明確にする必要が生じ

ました。 
 
特に退職給付制度間の移行等により退職給付債務の「減少」時の取扱いや未認識項目（会計基準変更時差異、過

去勤務債務、数理計算上の差異）の遅延認識の取扱いを明確にする必要が生じました。 
 
「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（以下「適用指針」という）は、退職給付会計基準が前提とする

確定給付型の退職給付制度（注１３）について、退職給付制度間の移行等により退職給付債務が増加または減少

した場合に適用されるとしています。 
 
（注１３）「確定給付型の退職給付制度」 

厚生年金基金制度、適格退職年金制度、確定給付企業年金制度（規約型、基金型）と退職一時金制度が

あり、以下の解説では退職一時金制度を除いて「退職給付年金制度」（「企業年金制度」と同意）といいま

す。 
 

ア．用語の定義 
退職給付制度間の移行等には、大きく２通りのパターンがありますが、それぞれについて用語の定義と会計処

理についてみることにします。 
退職給付制度間の移行または制度の改訂により、退職給付債務が増加または減少する場合として考えられるも

のは以下のとおりですが、①と②は１つ目の「退職給付制度の終了」、③は２つ目の「退職給付債務の増額又は

減額」に該当します。 
 
①退職給付制度が廃止される場合（全部終了） 
退職金規程の廃止、厚生年金基金の解散、適格退職年金制度の全部解除、確定給付企業年金の終了等をいい、

支払等の有無は問いません。 
 
②退職給付制度間の移行または退職給付制度の改訂により、退職給付債務がその減少分相当額の支払等を伴っ

て減少する場合（一部終了） 
退職給付制度間の移行には、確定給付型の退職給付制度から他の確定給付型の退職給付制度への移行や、確

定給付型の退職給付制度から確定拠出年金制度への移行があります。 
また、退職給付制度の改訂には、退職金規程や年金規約等の改訂があります。 
 
③退職給付制度間の移行または退職給付制度の改訂により、退職給付債務が支払等を伴わずに増加または減少

する場合 
 
会計処理上は、「退職給付制度の終了」については、終了時点で、当該退職給付債務の消滅を認識し、終了し

た部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額の支払等の額との差額を「一時の損益として認識」処理します。 
未認識項目（未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額）も終了部分に

対応する額を「一時の損益として認識」処理します。 
いずれも認識された損益は、原則として特別損益に純額表示します。 
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また、「退職給付債務の増額又は減額」は、過去勤務債務に該当し、原則として各期の発生額について平均残

存勤務期間以内の一定年数で按分した額を毎期費用処理（遅延認識）します。 
「退職給付債務の増額又は減額」が行われる前に発生した未認識項目（未認識過去勤務債務、未認識数理計算

上の差異、会計基準変更時差異の未処理額）は、従前の費用処理方法と費用処理年数を継続して適用します。 
 
ａ．退職給付制度の終了 
退職給付制度の終了には、退職給付制度の全部終了だけでなく、退職給付制度間の移行または制度の改訂に

より、退職給付債務の一部に相当する額の支払等を伴って該当部分が減少する退職給付制度の「一部の終了」

も含まれます。 
 
（１）退職給付制度が廃止される場合 

退職給付債務の支払等を伴わずに退職給付制度が廃止された場合を含みます。 
（ア）退職金規程の廃止 
（イ）厚生年金基金制度の解散（代行部分を除く） 
（ウ）適格退職年金制度の全部解除 
（エ）確定給付企業年金制度の終了 

 
（２）退職給付債務が支払等を伴って減少する場合 

「支払等」には、以下のものが該当します。 
①年金資産からの支給または分配 
②事業主からの支払または現金拠出額の確定 
③確定拠出年金制度への資産の移換 

 
（ア）年金資産からの支給または分配をする場合 

退職給付年金制度が廃止される場合は、すべての年金資産を従業員に分配することされています（厚

生年金基金制度の解散における代行部分を除く）。 
過去勤務期間分の給付減額を行う場合（積立不足の解消）については、厚生年金基金制度と確定給

付企業年金制度（規約型、基金型）では、一定の手続きにより年金資産の分配を伴わないことができ

るとされていますが、適格退職年金制度では、年金財政上の債務の減少に見合う額を従業員に分配す

ることとされています。 
このように年金資産からの分配がある場合には、その部分は退職給付制度の終了に該当します。 

 
（イ）確定拠出年金制度への資産の移換をする場合 

確定給付型の退職給付制度の過去勤務に係る部分を確定拠出年金制度に移行する場合は、個人別管

理資産への移換が行われるため、当該移換部分については退職給付制度の終了に該当します。 
なお、退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行による資産の移換は、退職金規程の改訂また

は廃止された日（移行日）の属する年度から４年度以上８年度以内の企業型年金規約に定める年度ま

で分割して移換されますが、退職給付制度の終了に該当するのは、分割移換した時点ではなく、事業

主からの現金拠出額（移換額）の確定した時点となります。 
ただし、分割移換の移換額は未払金等に計上されますが、企業型年金規約に定める年度まで利息相
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当額を付与する場合は、利息相当額を発生基準により計上することになります。 
 
（ウ）確定給付型の退職給付制度間の移行による場合 
（ａ）確定給付型の退職給付制度を他の確定給付型の退職給付制度に移行 

会計処理上は原則として移行前後の制度を一体のものとみなし、移行前の退職給付制度は退職給

付制度の終了には含めません。 
ただし、移行前後の制度が名目的にしか引継がれていない場合（注１４）は、移行前の制度の終

了と移行後の制度の導入とされます。 
なお、確定給付型の退職給付制度を他の確定給付型の退職給付制度に移行した際の退職給付債務

の増額または減額も名目的にしか引継がれていない場合を除き、過去勤務債務として会計処理する

ことになります。 
 

（注１４）「移行前後の制度が名目的にしか引継がれていない場合」 
現行の確定給付型の退職給付制度を廃止すると退職給付制度の終了として未認識項目を一

時認識しなければなりません（一般的には特別損失）が、現行制度のごく一部を存続させる

ことにより移行後も確定給付型の退職給付制度が存続することを理由として未認識項目を引

き続き遅延認識することは不合理と考えられたためです。 
 

（ｂ）確定給付型の退職給付制度を複数の他の退職給付制度に移行する場合 
それぞれの移行ごとに制度の終了を判断します。 
（例） 
確定給付型の退職給付制度（例えば適格退職年金制度）の一部を確定拠出年金制度へ資産を移

換し、残りを他の確定給付型の退職給付制度（例えば確定給付企業年金制度）へ移行した場合は、

移行前の制度のうち前者は退職給付制度の終了（一部の終了）となり、後者は退職給付制度の終

了には含めません。 
 

（エ）大量退職による場合 
退職給付制度を構成する相当数の従業員が工場の閉鎖や営業の停止などにより一時に退職した結果、

相当程度の退職給付債務が減少する場合は、退職給付の支払等を伴う減少部分の会計処理を退職給付

制度の一部終了に準じます。 
通常の退職は、退職給付債務の減少部分と支払いの額との差額を数理計算上の差異として遅延認識

により規則的に費用処理されます。 
しかし、大量退職は、退職給付制度間の移行や制度の改訂に起因するものではありませんが、退職

給付債務を計算する際に使用された基礎率の一つである予定退職率をはるかに超える場合は、数理計

算上の差異として一時の費用としない理由（意見書四３）が失われているものと考えられるため、退

職給付債務の消滅を認識することにされています。 
 
なお、大量退職に該当するか否かは、例えば構成従業員の退職により概ね半年以内に３０％程度の

退職給付債務が減少するようなケースは大量退職に該当することが多いと考えられますが、企業の実

態に応じて判断することになります。 
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ｂ．退職給付債務の増額又は減額 
退職給付債務の増額または減額は、退職給付制度間の移行または制度の改訂による退職給付債務の支払等を

伴わない増加部分または減少部分であり、退職給付会計基準上の過去勤務債務に該当します。 
ただし、退職給付制度の終了部分は、退職給付債務の増額又は減額に該当しません。 
 
（１）将来勤務に係る部分の減額改訂と未認識項目 

確定給付型の退職給付制度の将来勤務に係る部分を減額改訂した場合、退職給付見込額のうち期末まで

に発生していると認められる額を算定する際には、期間定額基準を原則とするとされています。 
この場合には、過去勤務に係る部分を減額改訂しなくても退職給付水準の改訂等に起因する退職給付債

務の減少が発生し、このような減少部分は負の過去勤務債務になると考えられます。 
 
一方、期間定額基準ではなく、支給倍率基準を採用した場合には、このような退職給付債務が減少しな

い場合もあります。 
 
しかしながら、いずれの場合も平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理するも

のであるため、適用指針では負の過去勤務債務として取扱うことにされました。 
 
（２）将来勤務に係る部分の減額改訂と終了の会計処理 

確定給付型の退職給付制度の過去勤務に係る部分の減額改訂に起因して発生した退職給付債務の減少は

過去勤務債務ですが、将来勤務に係る部分の減額改訂に起因して発生した退職給付債務の減少部分は、退

職給付制度の終了の会計処理を行うべきとする見解もありました。 
 
しかしながら、以下の理由から、過去勤務に係る部分であっても、将来勤務に係る部分であっても減額

改訂に起因して発生した退職給付債務の減少は、過去勤務債務とし取扱うことにされました。 
（ａ）会計基準一５においては、退職給付水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務の増加または減

少部分を過去勤務債務としており、改訂部分を過去勤務に係る部分と将来勤務に係る部分に区分指

定いないこと。 
（ｂ）実務上も過去勤務に係る部分の減額改訂と将来勤務に係る部分の減額改訂を区分して把握すること

は極めて困難であること。 
 

イ．会計処理の概要 
ａ．退職給付制度の終了の会計処理 
退職給付制度の終了は、当該退職給付債務が消滅すると考えられるため、次の会計処理を行います。 
（１）退職給付債務の消滅に係る計算 
（ア）退職給付制度の終了の時点で終了した部分に係る退職給付債務を計算 

終了した部分に係る退職給付債務＝終了前の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務－終了

後の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務 
 
（イ）損益の認識 

終了した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額の支払等の額との差額を損益として認識（特

別損益に純額表示）します。 



25 
確定拠出年金コンサルティング：http://kconsul.web.fc2.com/ 

 
（２）退職給付制度の終了に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処

理額の会計処理 
（ア）退職給付制度の終了の時点で終了した部分に係る額を計算 

終了した部分に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理

額は、発生原因を分析し、終了部分に個別対応することが明らかな部分を計算します。 
なお、原因別の対応額を特定することが困難である場合は、終了した時点における退職給付債務の

比率により按分して計算します。 
年金資産は退職給付制度の終了前において公正な評価額により計算し、終了前の予測額との差は数

理計算上の差異として上記の未認識数理計算上の差異に含めます。 
また、大量退職により平均残存勤務期間を短縮または延長し、従来の費用処理期間を短縮または延

長する必要が生じたときも上記に準じて会計処理します。 
 

（イ）損益の認識 
上記により計算された終了した部分に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基

準変更時差異の未処理額（未認識項目）は、損益として認識（特別損益に純額表示）します。 
 

ｂ．退職給付制度の終了の会計処理が適用される具体例と終了の時点 
 
企業会計基準委員会 実務対応報告第２号 「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い

（平成１４年３月２９日）」（以下「実務対応報告」という）Ｑ３では、以下のとおり整理されています。 
 

 終了の会計処理が適用される具体例 終了の時点 
（１） 退職金規程を廃止する場合 退職金規程の廃止日 
（２） 厚生年金基金制度を解散する場合 厚生年金基金制度の解散の日 
（３） 適格退職年金制度を全部解除する場合 適格退職年金制度の廃止日 
（４） 確定給付企業年金制度において、年金資産からの分配が

行われる場合 
分配を伴う改訂規程等の施行日 

（５） 確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制
度へ資産を移換する場合 

移換を伴う改訂規程等の施行日 

（６） 退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ資
産を移換する場合 

移換を伴う改訂規程の施行日 

（７） 退職一時金制度の一部を給与として支払う方法への変
更等に伴って、過去勤務期間分の一部を支払う場合 

改訂規程の施行日 

 
また、大量退職の終了の会計処理を行う時点は、原則として従業員の退職時点と考えられますが、大量退職

が一時点に生じるとは限らないことから、大量退職となるような計画が具体的に実行されたという事実に基づ

いて、支払等の額が合理的に算定できる時点で行うものと考えられます。 
 
なお、終了を伴う規程等の廃止日または改訂規程等の施行日が翌期首であるとき、原則として翌期首に終了

の会計処理を行いますが、以下のただし書きを除き、終了の会計処理が翌期の財務諸表に与える影響額を、当
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期の財務諸表に注記することが必要です。（実務対応報告Ｑ２） 
 
ただし、規程等の改訂日が当期中であり、終了損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積

もることができる場合には、当該終了損失の額を当期の退職給付費用として計上し退職給付引当金を増加させ

る処理を行います。（実務対応報告Ｑ１） 
 
ｃ．確定給付型の退職給付制度間の移行に係る会計処理 
確定給付型の退職給付制度から他の確定給付型の退職給付制度に移行した場合、原則的な考え方は、移行前

の制度が移行後の制度に名目的にしか引継がれていない場合を除き、移行前の退職給付制度については退職給

付制度の終了には含めないため、未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処

理額は、従前の費用処理方法および費用処理年数を継続して適用します。 
 
ただし、移行に際して生じた退職給付債務の増額または減額（過去勤務債務に該当）ならびに移行前の制度

に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額は、退職給付制度ごと

に区分して把握します。 
 
なお、移行に際して退職給付債務が増額または減少しない場合も、移行前の制度に係る未認識過去勤務債務、

未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額は、従前の費用処理方法および費用処理年数を継続

して適用します。 
 
ｄ．退職給付債務の増額又は減額の会計処理 
退職給付債務の増額または減額は、退職給付制度間の移行または制度の改訂による退職給付債務の支払等を

伴わない増加部分または減少部分であり、退職給付会計基準上の過去勤務債務に該当するため、原則として各

期の発生額について、平均残存勤務期間以内の一定年数で按分した額を毎期費用処理します。 
 
なお、当該増額または減額が行われる前に発生した未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異、会計基

準変更時差異の未処理額については、従前の費用処理方法および費用処理年数を継続して適用します。 
 
退職給付債務の増額または減額の会計処理が適用される具体例は、以下のような場合が考えられます。 
 
（１）確定給付型の退職給付制度の将来勤務に係る部分を改訂し、将来勤務に係る部分を確定拠出年金制度へ

移行する場合 
（２）確定給付型の退職給付年金制度を改訂し、他の確定給付型の退職給付年金制度へ移行する場合 
 
ｅ．簡便法適用企業における退職給付制度の終了の会計処理 
簡便法を適用している企業においても、退職給付制度の終了の会計処理は原則法を適用している企業と同様

に行います。 
（１）退職給付制度の終了の時点で終了した部分に係る退職給付債務を計算 

終了した部分に係る退職給付債務＝選択された簡便法に基づいて計算した終了前の退職給付債務－選

択された簡便法に基づいて計算した終了後の退職給付債務 
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選択された簡便法とは、上記「５．ア．」の簡便法による退職給付債務の計算方法（実務指針第３６項、

第３７項）によります。 
 

（２）退職給付制度の終了の時点で終了した部分に係る会計基準変更時差異の未処理額の計算 
会計基準変更時差異の未処理額は、終了部分に対応する金額を、終了した時点における退職給付債務の

比率その他合理的な方法により計算します。 
 
（３）損益の認識 

終了した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額の支払等の額との差額および終了した部分に

係る会計基準変更時差異の未処理額をそれぞれ損益として認識し、原則として特別損益に純額で表示し

ます。 
 
ｆ．経過措置の適用 
退職一時金制度から確定拠出年金制度へ全部または一部を移行する場合の会計処理の原則的な規定は、移換

額が確定した時点で、移行部分に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差

異の未処理額は、損益として認識（一時の損益として認識）します。 
一方、この原則規定のみを強制することは、 
 
①多額の終了損の発生などにより、制度移行の阻害要因になる可能性があること 
②退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行は、資産の移換を分割して行うとされていること 
③会計基準変更時差異についての退職給付会計基準上の経過措置（通常の会計処理と区分して、１５年以内

の一定年数の按分額を当該年数にわたって費用として処理）は、新たな会計基準採用によって経営成績の

期間比較を損なわないための配慮と考えられ、その発生原因の退職一時金制度が終了しても引き続き同様

の考慮を容認する余地があること 
 
から、退職一時金制度からの移行に限定して、以下のような会計基準変更時差異の処理に関する選択的な経

過措置が設けられました。 
 
（１）当面の間、残存の費用処理年数または分割拠出年数のいずれか短い年数で定額法により費用処理できる

ものとされています。 
なお、分割拠出期間の方が長い場合でも残存の費用処理年数は延長しないものとします。 

（２）終了した部分に係る退職給付債務が、その減少分相当額の移換額（分割して移換する資産の総額で利息

付与分は含みません）を超過するときは、その超過額（利益相当額）を当該終了分に係る会計基準変更

時差異の未処理額と相殺します。 
 
この経過措置を適用する場合には、その旨ならびに貸借対照表および損益計算書に与える影響額を注記しま

す。 
 
なお、経過措置を適用した結果、退職給付引当金が借方残となった場合には、未払金に計上した分割拠出の

額と相殺処理することなく、前払年金費用として資産に計上します。 
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ウ．会計処理の設例 
ａ．確定給付型の退職給付制度から確定拠出型への退職給付制度間の移行（過去勤務に係る部分も移行） 
（１）前提条件 

・ 適格退職年金制度を採用していたが、×１年４月１日に適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制

度に移行した。 
・ 移行前の適格退職年金制度の退職給付債務は１，０００、移行後の退職給付債務は６００と計算さ

れた。 
・ 移行前の適格退職年金制度の年金資産（積立不足はないものとする。）から３２０が確定拠出年金制

度に移換された。 
 
 適格退職年金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  終了に伴う損益  移  行  後 
退職給付債務 （１，０００）  ３２０   ８０ 注４  （６００） 
年金資産 ７００   （３２０）    ３８０  
未積立退職給付債務 （３００）  ０   ８０     （２２０） 
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０  
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０  
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（１６０） 

  
０  

  
２４    

  
（１３６） 

 
注１：移行部分に係る会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額６０＝１５０×（移行前の退職給付債

務１，０００－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注２：移行部分に係る未認識過去勤務債務の損益認識額２０＝５０×（移行前の退職給付債務１，０００

－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注３：移行部分に係る未認識数理計算上の差異の損益認識額２４＝６０×（移行前の退職給付債務１，０

００－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注４：終了に伴う損益８０＝終了した部分に係る退職給付債務（移行前退職給付債務１，０００－移行後

の退職給付債務６００）４００－移換額３２０ 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

制度間移行に伴う移行前の退職給付制度の終了により、退職給付債務の消滅の認識が行われます。 
このため、終了した部分に係る退職給付債務（４００）と年金資産の移換額（３２０）との差（８

０）を損益として認識します。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金  ８０／ 退職給付費用（終了利益）  ８０ 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額の移行時処理 
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未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、消滅した

退職給付債務の比率で損益として認識します（注１、注２、注３を相殺）。 
 
（仕訳） 
退職給付費用（終了損失）  ５６／ 退職給付引当金  ５６ 
 

以上から純額表示により特別利益２４が計上されます。 
 

ｂ．退職一時金制度から確定拠出型への退職給付制度間の移行（分割移換） 
（１）前提条件 

・ 退職一時金制度を採用していたが、×１年４月１日に退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度に

移行した。 
・ 移行前の退職一時金制度の退職給付債務は１，０００、移行後の退職給付債務は６００と計算され

た。 
・ 移行に伴い、事業主から確定拠出年金制度へ３８０の移換額が確定し、これを×１年４月１日から

毎年４月１日に９５ずつ４年度に分けて計３８０拠出することとなった。 
 
 退職一時金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  終了に伴う損益  移  行  後 
退職給付債務 （１，０００）  ３８０  ２０ 注４  （６００） 
年金資産 ０       ０  
未積立退職給付債務 （１，０００）  ３８０  ２０     （６００） 
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０  
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０  
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（８６０） 

  
３８０ 

  
（３６）   

  
（５１６） 

 
注１：移行部分に係る会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額６０＝１５０×（移行前の退職給付債

務１，０００－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注２：移行部分に係る未認識過去勤務債務の損益認識額２０＝５０×（移行前の退職給付債務１，０００

－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注３：移行部分に係る未認識数理計算上の差異の損益認識額２４＝６０×（移行前の退職給付債務１，０

００－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注４：終了に伴う損益２０＝終了した部分に係る退職給付債務（移行前退職給付債務１，０００－移行後

の退職給付債務６００）４００－移換額３８０ 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

制度間移行に伴う移行前の退職給付制度の終了（３８０－９５＝未移換額２８５を含む）により、

退職給付債務の消滅の認識が行われます。 
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このため、終了した部分に係る退職給付債務（４００）と事業主からの移換額（３８０）との差（２

０）を損益として認識します。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金  ３８０／ 現金預金          ９５ 
              未払金          ２８５ 
退職給付引当金   ２０／ 退職給付費用（終了利益）  ２０ 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額の移行時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、消滅した

退職給付債務の比率で損益として認識します（注１、注２、注３を相殺）。 
 
（仕訳） 
退職給付費用（終了損失）  ５６／ 退職給付引当金  ５６ 
 

以上から純額表示により特別損失３６が計上されます。 
 

ｃ．退職一時金制度から確定拠出型への退職給付制度間の移行（経過措置） 
（１）前提条件 

・ 退職一時金制度を採用していたが、×１年４月１日に退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度に

移行した。 
・ 移行前の退職一時金制度の退職給付債務は１，０００、移行後の退職給付債務は６００と計算され

た。 
・ 移行に伴い、事業主から確定拠出年金制度へ３８０の移換額が確定し、これを×１年４月１日から

毎年４月１日に９５ずつ４年度に分けて計３８０拠出することとなった。 
 
 退職一時金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  終了に伴う損益  移  行  後 
退職給付債務 （１，０００）  ３８０  ２０ 注４  （６００）  
年金資産 ０       ０  
未積立退職給付債務 （１，０００）  ３８０  ２０     （６００）  
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０   
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０   
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６）  
経過措置による 
分割処理対象額 

     
４０ 注５ 

  
４０注６ 

前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（８６０） 

  
３８０ 

  
４    

  
（４７６）  

 
注１：移行部分に係る会計基準変更時差異６０＝１５０×（移行前の退職給付債務１，０００－移行後の

退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
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注２：移行部分に係る未認識過去勤務債務の損益認識額２０＝５０×（移行前の退職給付債務１，０００

－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注３：移行部分に係る未認識数理計算上の差異の損益認識額２４＝６０×（移行前の退職給付債務１，０

００－移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注４：終了に伴う損益２０＝終了した部分に係る退職給付債務（移行前退職給付債務１，０００－移行後

の退職給付債務６００）４００－移換額３８０ 
注５：経過措置適用金額４０＝移行部分に係る会計基準変更時差異（注１）６０－終了に伴う損益（注４）

２０ 
注６：会計基準変更時差異の未処理額の残存費用処理年数と分割拠出年数のいずれか短い年数で定額法に

より処理します。 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

制度間移行に伴う移行前の退職給付制度の終了（３８０－９５＝未移換額２８５を含む）により、

退職給付債務の消滅の認識が行われます。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金  ３８０／ 現金預金          ９５ 
              未払金          ２８５ 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異の移行時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異は、消滅した退職給付債務の比率で損益として認識

します（注２、注３を相殺）。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金   ４／ 退職給付費用（終了利益）   ４ 
 

以上から特別利益４が計上されます。 
 
（補足） 
注６の会計基準変更時差異の経過措置適用金額４０は、分割拠出年数を適用すると４年度で分割します。 
 

（仕訳） 
退職給付費用    １０／ 退職給付引当金    １０ 

 
ｄ．確定給付型から確定拠出型への退職給付制度間の移行（将来勤務に係る部分から移行） 
（１）前提条件 

・ 適格退職年金制度を採用していたが、×１年４月１日以降発生分についてのみ確定拠出年金制度に

移行した。 
・ 移行前の適格退職年金制度の退職給付債務は１，０００、移行後の退職給付債務は７００と計算さ

れた。 
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・ 適格退職年金制度から確定拠出年金制度へ資産の移換額はない。 
 
 適格退職年金制度 
  

移  行  前 
  
退職給付支払額 

 移行に伴う増額
又は減額 

  
移  行  後 

退職給付債務 （１，０００）    ３００ 注  （７００） 
年金資産 ６００       ６００  
未積立退職給付債務 （４００）  ０  ３００    （１００） 
制度間移行に伴う 
過去勤務債務 

     
（３００）注 

  

会計基準変更時差異 １５０       １５０  
未認識過去勤務債務 ５０       ５０  
未認識数理計算上の差異 （６０）      （６０） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（２６０） 

  
０ 

  
０   

  
（２６０） 

 
注：将来勤務に係る部分の減額改訂による退職給付債務の減少部分は、「負の過去勤務債務」になります。 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

この制度間移行は退職給付制度の終了に該当しないため、移行前の制度の退職給付債務の減少は、

負の過去勤務債務として遅延認識します。 
 
（仕訳） 
     仕訳はありません。 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額の移行時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、従来の費

用処理方法および費用処理年数を継続して適用します。 
 
（仕訳） 
     仕訳はありません。 
 

ｅ．確定給付型の退職給付制度から複数の他の退職給付制度への移行（支払等を伴う場合） 
（１）前提条件 

・ 適格退職年金制度を採用していたが、×１年４月１日に一部を確定拠出年金制度に移行し、残りを

確定給付企業年金制度（規約型）へ移行した。 
・ 移行前の適格退職年金制度の年金資産（積立不足はないものとする。）から３２０が確定確定拠出年

金制度へ移換された。 
また、確定拠出年金制度への移換後の年金資産残高３８０が、適格退職年金制度から確定給付企業

年金制度（規約型）へ全額移換された。 
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・ 移行前の適格退職年金制度の退職給付債務は１，０００、確定拠出年金制度への移換後で、確定給

付企業年金制度（規約型）への移行前の退職給付債務は６００、移行後の確定給付企業年金制度（規

約型）の退職給付債務は６２０と算定された。 
・ 確定給付型の退職給付制度間の移行は、「名目的」にしか引継がれない場合には該当しない。 

 
 適年制度  確定拠出年金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  終了に伴う損益  移  行  後 
退職給付債務 （１，０００）  ３２０   ８０ 注４  （６００） 
年金資産 ７００   （３２０）    ３８０  
未積立退職給付債務 （３００）  ０   ８０     （２２０） 
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０  
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０  
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（１６０） 

  
０  

  
２４    

  
（１３６） 

 
 確定給付企業年金制度（規約型） 
 移行に伴う増額

又は減額 
 移  行  後 

注７ 
退職給付債務 （２０）注５  （６２０）   
年金資産   ３８０    
未積立退職給付債務 （２０）    （２４０）   
会計基準変更時差異   ９０    
未認識過去勤務債務 ２０ 注５  ５０ 注６ 
未認識数理計算上の差異   （３６）   
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
０    

  
（１３６）   

 
 
注１：確定拠出年金制度への移行部分に係る会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額６０＝１５０×

（移行前の退職給付債務１，０００－確定拠出年金制度への移行後の退職給付債務６００）÷移行

前の退職給付債務１，０００ 
注２：確定拠出年金制度への移行部分に係る未認識過去勤務債務の損益認識額２０＝５０×（移行前の退

職給付債務１，０００－確定拠出年金制度への移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付

債務１，０００ 
注３：確定拠出年金制度への移行部分に係る未認識数理計算上の差異の損益認識額２４＝６０×（移行前

の退職給付債務１，０００－確定拠出年金制度への移行後の退職給付債務６００）÷移行前の退職

給付債務１，０００ 
注４：終了に伴う損益８０＝終了した部分に係る退職給付債務（移行前退職給付債務１，０００－確定拠

出年金制度への移行後の退職給付債務６００）４００－移換額３２０ 
注５：移行に伴う増額又は減額に係る退職給付債務（未認識過去勤務債務）２０＝確定給付企業年金制度
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（規約型）への移行後の退職給付債務６２０－確定拠出年金制度への移換後で確定給付企業年金制

度（規約型）への移行前の退職給付債務６００ 
注６：確定給付企業年金制度（規約型）への移行後の未認識過去勤務債務５０＝確定拠出年金制度への移

換後で確定給付企業年金制度（規約型）への移行前の未認識過去勤務債務３０＋移行に伴う増額又

は減額に係る未認識過去勤務債務（注５）２０ 
注７：確定給付企業年金制度（規約型）への移行後の未認識項目（会計基準変更時差異、未認識過去勤務

債務、未認識数理計算上の差異）は、従前どおりに会計処理します。 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

確定拠出年金制度への移行に伴う移行前の退職給付制度の終了により、退職給付債務の消滅の認識

が行われます。 
このため、終了した部分に係る退職給付債務（４００）と年金資産の移換額（３２０）との差（８

０）を損益として認識します。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金  ８０／ 退職給付費用（終了利益）  ８０ 
 

（イ）終了部分に係る未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理

額の移行時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、消滅した

退職給付債務の比率で損益として認識します（注１、注２、注３を相殺）。 
 
（仕訳） 
退職給付費用（終了損失）  ５６／ 退職給付引当金  ５６ 
 

以上から純額表示により特別利益２４が計上されます。 
 
（ウ）確定給付企業年金制度（規約型）への移行に伴い新たに認識された退職給付債務（未認識過去勤務

債務）２０ 
 

（仕訳） 
仕訳はありません。 

 
ｆ．確定給付型の退職給付制度から他の退職給付制度への移行（支払等を伴わない場合） 
（１）前提条件 

・ 退職一時金制度を採用していたが、×１年４月１日に退職一時金制度の一部を確定給付企業年金制

度（規約型）へ移行した。 
・ 移行前の退職一時金制度の退職給付債務は１，０００、移行後の退職一時金制度の退職給付債務は

６００、移行後の確定給付企業年金制度（規約型）の退職給付債務は４３０と算定された。 
・ 確定給付型の退職給付制度間の移行は、「名目的」にしか引継がれない場合には該当しない。 
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 適格退職年金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  移行に伴う増額

又は減額 注５ 
 移  行  後 

退職給付債務 （１，０００）    ４００     （６００） 
年金資産 ０       ０  
未積立退職給付債務 （１，０００）  ０  ４００     （６００） 
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０  
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０  
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（８６０） 

  
０ 

  
３４４    

  
（５１６） 

 
 確定給付企業年金制度（規約型）  合  計 
 移行に伴う増額

又は減額 注５ 
 移  行  後  移  行  後 

注６ 
退職給付債務 （４３０）  （４３０）  （１，０３０） 
年金資産   ０   ０  
未積立退職給付債務 （４３０）  （４３０）  （１，０３０） 
制度間移行に伴う 
過去勤務債務 

 
３０  

  
３０  

  
３０  

会計基準変更時差異 ６０   ６０   １５０  
未認識過去勤務債務 ２０   ２０   ５０  
未認識数理計算上の差異 （２４）  （２４）  （６０） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（３４４） 

  
（３４４） 

  
（８６０） 

 
 
注１：移行部分に係る会計基準変更時差異６０＝１５０×（移行前の退職給付債務１，０００－移行後の

退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注２：移行部分に係る未認識過去勤務債務２０＝５０×（移行前の退職給付債務１，０００－移行後の退

職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注３：移行部分に係る未認識数理計算上の差異２４＝６０×（移行前の退職給付債務１，０００－移行後

の退職給付債務６００）÷移行前の退職給付債務１，０００ 
注４：支払等を伴わない制度間移行であるため、移行前後の制度を一体のものとみなし、制度間移行によ

り発生した退職給付債務の正味増額分は、移行後の確定給付型の退職給付制度の過去勤務債務にな

ります。 
注５：支払等を伴わない制度間移行であるため、移行前後の制度を一体のものとみなすため、退職給付債

務、未認識項目の正味増減額を把握するだけで、会計処理は発生しません。 
注６：適格退職年金制度の移行後と確定給付企業年金制度（規約型）の移行後の合計 
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（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

支払等を伴わない制度間移行であるため、移行前後の制度を一体のものとみなし、制度間移行によ

り発生した退職給付債務の正味増額分は、移行後の確定給付型の退職給付制度の過去勤務債務として

遅延認識します。 
 
（仕訳） 

仕訳はありません。 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額の移行時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、従来の費

用処理方法および費用処理年数を継続します。 
 
（仕訳） 

仕訳はありません。 
 

ｇ．大量退職 
（１）前提条件 

・ 退職一時金制度を採用していたが、工場の閉鎖に伴い、×１年４月１日に大量退職が発生し、退職

一時金（退職一時金制度）３２０と早期割増退職金３０を支払った。 
・ この大量退職は、適用指針２５項によるものとし、退職給付制度の終了に準じる。 
・ 大量退職前の退職一時金制度の退職給付債務は１，０００、大量退職後の退職給付債務は６００と

計算された。 
 
 退職一時金制度 
 移  行  前  退職給付支払額  終了に伴う損益  終  了  後 
退職給付債務 （１，０００）  ３２０  ８０ 注４  （６００） 
年金資産 ０       ０  
未積立退職給付債務 （１，０００）  ３２０  ８０     （６００） 
会計基準変更時差異 １５０     （６０）注１  ９０  
未認識過去勤務債務 ５０     （２０）注２  ３０  
未認識数理計算上の差異 （６０）    ２４ 注３  （３６） 
前払年金費用／ 
（退職給付引当金） 

 
（８６０） 

  
３２０ 

  
２４    

  
（５１６） 

 
注１：終了部分に係る会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額６０＝１５０×（終了前の退職給付債

務１，０００－終了後の退職給付債務６００）÷終了前の退職給付債務１，０００ 
注２：終了部分に係る未認識過去勤務債務の損益認識額２０＝５０×（終了前の退職給付債務１，０００

－終了後の退職給付債務６００）÷終了前の退職給付債務１，０００ 
注３：終了部分に係る未認識数理計算上の差異の損益認識額２４＝６０×（終了前の退職給付債務１，０

００－終了後の退職給付債務６００）÷終了前の退職給付債務１，０００ 
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注４：終了に伴う損益８０＝終了した部分に係る退職給付債務（終了前退職給付債務１，０００－終了後

の退職給付債務６００）４００－退職一時金制度による退職一時金３２０ 
 

（２）会計処理 
（ア）退職給付債務の減少に伴う処理 

大量退職は、制度間移行・制度改訂に伴う退職給付制度の終了ではありませんが、退職給付制度の

終了に準じて、退職給付債務の消滅の認識が行われます。 
このため、終了した部分に係る退職給付債務（４００）と早期割増退職金を除く退職一時金（３２

０）との差（８０）を損益として認識します。 
早期割増退職金は、臨時に支給されるもので、勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生した退職

給付という性格を有していないため、実際の支払額が確定した時等合理的に見積れる時点で費用処理

します。 
早期割増退職金は、一般的な退職に伴う場合は、退職給付費用として「販売費・一般管理費」に計

上しますが、大量退職に付随する場合は特別損失に計上するものと考えられます。 
 
（仕訳） 
退職給付引当金  ４００／ 現金預金         ３２０ 
              退職給付費用（終了利益）  ８０ 
早期割増退職金   ３０／ 現金預金          ３０ 
 

（イ）未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額の終了時処理 
未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異および会計基準変更時差異の未処理額は、消滅した

退職給付債務の比率で損益として認識します（注１、注２、注３を相殺）。 
 
（仕訳） 
退職給付費用（終了損失）  ５６／ 退職給付引当金  ５６ 
 

以上から終了に伴う損益は、純額表示により特別利益２４が計上されます。 
 
 


