独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定
〔重要な会計方針〕
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」
（平成 27 年 1 月 27 日改訂） 並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注
解に関する Q&A」（平成 28 年 2 月改訂）（ 以下、独立行政法人会計基準等という） を適用
して、財務諸表等を作成しております。
ただし、「独立行政法人会計基準」第 43（注解 39）の規定については、「独立行政法人通
則法の一部を改正する法律」の附則第 8 条により経過措置を適用していることから、経過
措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。
1. 減価償却の会計処理方法
（1） 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建

物

8～15 年

物

13 年

工具器具備品

4～20 年

構

築

（2） 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5
年）を耐用年数としております。

2. 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
厚生年金基金から支給される年金給付については、役職員の退職給付に備えるため、
当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時において費用処理しております。
退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法
時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）満期保有目的債券
償却原価法（定額法）

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法
（1）貯蔵品
移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項
（1）支払備金
当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末
までに退職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの
等の退職金で請求がないものの金額を計上しております。
（2）責任準備金
被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済
機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成 15 年厚生労働省
令第 152 号）第 19 条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成 28 年厚生
労働省発基 0322 第 3 号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労
者生活部勤労者生活課長の定めるところ（平成 13 年基勤勤発第 2 号責任準備金の積
立について）による金額を計上しております。

〔重要な会計方針の変更〕
1. 退職給付債務及び勤務費用に係る割引率の決定方法の変更
改訂後の独立行政法人会計基準等を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務
費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年
数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額
を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
また、「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関する Q&A」Q38-5
に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更
に伴う影響額を臨時損益の区分において「退職給付会計基準改正に伴う調整額」とし
て計上しております。この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、経
常損失が 5,611,447 円減少し、当期純損失が 417,183,447 円減少しています。
〔後発事象〕
1．厚生年金基金の代行部分の返上
厚生年金基金の代行部分について、平成 28 年 4 月 1 日付で厚生労働大臣から将来分
支給義務免除の認可を受けております。今後、厚生年金基金の代行部分の過去分返上
認可日において、当該代行部分に係る損益等及び退職給付債務の消滅を認識する予定
です。なお、当該影響額は未確定であります。

〔貸借対照表注記〕
1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項
(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

種類

貸借対照表計上額（円）

時価（円）

(1)国債・地方債等

1,968,250,542,311

2,030,772,560,000

62,522,017,689

(2)金融債

227,900,000,000

232,196,050,000

4,296,050,000

(3)その他

90,000,000,000

105,170,000,000

15,170,000,000

2,286,150,542,311

2,368,138,610,000

81,988,067,689

小計

差額（円）

時価が貸借対照

(1)国債・地方債等

88,187,449,832

87,911,550,000

△ 275,899,832

表計上額を超え

(2)金融債

32,300,000,000

32,121,520,000

△ 178,480,000

120,487,449,832

120,033,070,000

△ 454,379,832

2,406,637,992,143

2,488,171,680,000

81,533,687,857

ないもの

小計
合計

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額
1 年以内（円）

１年超 5 年以内（円） 5 年超 10 年以内（円）

10 年超（円）

債券
(1)国債・地方債等

185,018,031,669

889,816,613,491

981,603,346,983

0

(2)金融債

39,100,000,000

119,000,000,000

102,100,000,000

0

(3)その他

25,000,000,000

5,000,000,000

60,000,000,000

0

合計

249,118,031,669

1,013,816,613,491

1,143,703,346,983

0

3. 金融商品の状況に関する事項
中退共資産の運用に当たっては、中小企業退職金共済法その他の法令を遵守すると
ともに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基
本として実施しております。

4. 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
貸借対照表計上額（円）

(1)現金及び預金

158,261,549,465

(2)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券
(3)金銭信託
合計
（注１）

時価（円）

差額（円）

158,261,549,465

0

2,406,637,992,143 2,488,171,680,000

81,533,687,857

2,406,637,992,143 2,488,171,680,000

81,533,687,857

1,842,546,101,878 1,842,546,101,878

0

4,407,445,643,486 4,488,979,331,343

81,533,687,857

金融商品の時価の算定方法

（1） 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
（2） 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっており
ます。
（3） 金銭信託
金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

5. 退職給付に関する事項
（1）採用している退職給付制度の概要
当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制
度を採用しております。確定給付企業年金制度（積立金制度）では、給与と勤
務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に
基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しています。
（2）確定給付制度
①

退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（③に掲げられたものを除
く）
期首における退職給付債務
退職給付会計基準改正に伴う調整額

3,560,525,876 円
△411,572,000 円

勤務費用

120,241,403 円

利息費用

40,936,400 円

数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

675,678,558 円
△60,093,998 円
3,925,716,239 円

②

年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産
期待運用収益
数理計算上の差異の当期発生額
事業主からの拠出額

③

1,389,252,876 円
0円
△25,804,779 円
64,183,140 円

退職給付の支払額

△60,093,998 円

期末における年金資産

1,367,537,239 円

簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整
表
期首における退職給付引当金
退職給付費用
退職給付への支払額
期末における退職給付引当金

④

1,767,566,722 円
105,301,717 円
△343,494,554 円
1,529,373,885 円

退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及
び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務
年金資産

△1,367,537,239 円

積立型制度の未積立退職給付債務

2,558,179,000 円

非積立型制度の未積立退職給付債務

1,529,373,885 円

小計

4,087,552,885 円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

4,087,552,885 円

退職給付引当金

4,087,552,885 円

前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
⑤

3,925,716,239 円

0円
4,087,552,885 円

退職給付に関連する損益
勤務費用

120,241,403 円

利息費用

40,936,400 円

期待運用収益

0円

数理計算上の差異の当期の費用処理額

701,483,337 円

簡便法で計算した退職給付費用

105,301,717 円

退職給付費用計

967,962,857 円

退職給付会計基準改正に伴う調整額
合

計

△411,572,000 円
556,390,857 円

⑥

年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

⑦

債券

45.2％

株式

40.2％

その他

14.6％

合

100.0％

計

長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される
年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来
期待される長期の収益率を考慮しております。

⑧

数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均）
割引率

0.5％

長期期待運用収益率

0.0％

6. 資産除去債務に関する事項
当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有してい
ますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も
予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そ
のため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。

〔損益計算書注記〕
1.ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、△2,010,759 円であり、当該
影響額を除いた当期総損失は 65,412,463,342 円であります。

〔キャッシュ・フロ－計算書注記〕
1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳
現金及び預金

158,261,549,465 円

うち定期預金

359,000,000 円

（差引）資金残高

157,902,549,465 円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕
引当外退職給付増加見積額 24,905,275 円については、国からの出向職員に係るも
のであります。

