
法人の豊かな未来のために
退職金・企業年金を考えてみませんか？

全国老人保健施設協会正会員の皆様へ

全老健共済会連合型確定拠出年金制度

●代表事業主
株式会社全老健共済会
●運営管理機関
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
●再委託先運営管理機関
損害保険ジャパン日本興亜株式会社

「DC」（Defined Contribution）は確定拠出年金の略称です。
「DB」（Defined Benefit）は確定給付企業年金の略称です。
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Introduction

think
退職金・企業年金制度

お気づきですか？
退職金・企業年金制度の意義と必要性!!

確定拠出年金制度とは？

退職金・企業年金制度の機能や性格については、様々な考え方がありますが、普及率を見ると、
労使にとって欠かせない制度になっています。

退職金・企業年金制度の意義
●功労報償
職員の在職時の功労に報いる制度として

●賃金の後払い
賃金の一部を退職時まで貯蓄しておく制
度として

●老後生活保障
セカンドライフの生活資金の支援として

●労務管理
職員の離職を抑制する手段として

退職金・企業年金制度の必要性
●法人にとって
職員の採用と定着率の向上

●職員にとって
老後生活資金の確保・効率的で確実な資
金準備の手段

従来の退職金制度の課題

モチベーション向上に
つながっていない

法人経営における
コスト負担

職員に十分に
周知されていない

確定拠出年金制度導入のメリット

【事業主側】

財務・会計
●掛金の追加拠出が生じません（積立不足が生じない＝運用リスクを負わない）。
●退職給付引当金を計上する会計処理が不要です。
●掛金負担が平準化され、将来の掛金負担が明確です。
●掛金は全額損金算入できます。
福利・厚生
●人材獲得、定着率アップの効果が期待できます。
●目に見える退職金制度により職員のモチベーション向上が期待できます。

メ
リ
ッ
ト

●運営管理業務等の委託コストがかかります。
●加入者に対し投資教育をおこなう必要があります。
●運用状況が良好な場合でも掛金を軽減することができません。
● 勤続3年以上で加入者資格を喪失した加入者に対しては、退職事由にかかわらず資産を

返還させることができません。

留
意
事
項
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●運用方法を自身で選択できる反面、運用リスクを負うことになります。
●運用結果次第で受取金額が変動します。
●原則60歳になるまで現金での引き出しができません。
● 受給開始年齢は原則60歳ですが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は61歳～

65歳に繰り延べられます。（※）
（※） 他の確定拠出年金制度等から資産の移換を受けた場合は、その移換資産の計算の基礎となった

期間を含めることができます。

お気づきですか？
退職金・企業年金制度の意義と必要性!!

職員の皆様に長く勤務いただける企業年金制度です！

確定拠出年金制度のしくみ
確定拠出年金制度には、「拠出」「運用」「給付」の つのプロセスがあります。

事業主が職員一人一人に設定された確定
拠出年金口座に毎月掛金を拠出します。
（常に事業主からの掛金と自分の資産残
高が確認できます。）

拠出
職員はあらかじめ用意された運用商品の
中から自分の判断で掛金の運用先を選択
します。

運用
職員は原則60歳から積立資産を年金ま
たは一時金で受け取ります。

（制度への加入期間により受給開始年齢
が変わる場合があります。）

給付

確定拠出年金制度のイメージ

離転職入職 60歳（※）

事業主が毎月、掛金を拠出
掛金は一定

職員（＝加入者）が運用

資産残高

給付（年金・一時金）

入職
最長
3年目

￥

勤続3年未満で退職した職員について
はそれまで拠出した掛金相当を事業主
に返還させることも可能です。
（※ただし、掛金元本累計が上限となります）

加入者は、離職・転職時には積立年金資
産を持ち運ぶことが出来ます。

原則60歳から受け取り

(※)�資格喪失年齢は60歳か
ら65歳までの間で定め
ることができます。

運用実績に応じて
将来の受取金額が変わります。

【職員側】

●自分の年金資産が明確に把握できます。
●運用方法（どの商品でいくら運用するか）を自身で選択することができます。
●受給権を早期に獲得することができます。
● 離転職時にはそれまで積立て・運用した資産を持ち運び、他のＤＣ制度に移すことがで

きます。
●掛金には課税されません。
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Q&A

全産業

医療福祉

退職金・企業年金制度の有無
あり 75.5%

あり 50.1%

資料出典
「平成25年就労条件総合調査の概況」（厚生労働省）

なし 24.5%

なし 49.9%

全産業

医療福祉

退職金・企業年金制度の形態別割合
退職一時金制度のみ 65.8%

退職一時金制度のみ 89.4%

資料出典
「平成25年就労条件総合調査の概況」（厚生労働省）

退職年金制度
（企業年金制度） 34.2%

退職年金制度
（企業年金制度） 10.6%

「退職金・企業年金制度は
どのくらいの企業」が導入しているの？

全産業では約75％の企業
が退職金・企業年金制度を
採用しています。しかし、医
療・福祉業界では約50％と
いうデータがあります。退
職金・企業年金制度の創設
は他法人との差別化につな
がりそうです。

全産業では、約34％の企業
が何らかの企業年金を採
用しています。しかし、医療・
福祉業界では約11％と他
産業と比べ低いのが現状で
す。職員の老後生活のため
に企業年金制度の採用を
ご検討されてはどうでしょ
うか。

導入申込をいただいた法人の導入理由(上位5つ）

2010年4月～2015年11月までに「全老健共済会連合型確定拠出年金制度」の導入
申込をいただいた法人の導入理由を集計

福利厚生の充実 36%

厚生年金基金の後継制度 14%

外部積立、事前積立 14%

財務メリット 31%

退職一時金に替わる制度 14%

退職金・企業年金制度があることの安心感が人材確保に!!

なるほど!! 確定拠出年金制度（DC）

加入させる職員は？

「加入させる職員」
具体的には？

原則は、
厚生年金被保険者の
全員が加入対象と
なります。

役員やパートタイマー、アルバイトなどは加入除外者
とするのが一般的です。
加入時期は原則として入社と同時となります。その他
の場合は、代替措置を講じる必要があります。

「福利厚生の充実」や「財
務メリット（費用の平準
化、債務の圧縮など）」
の理由で導入している
法人が多いようです。

「なぜ全老健共済会連合型
確定拠出年金」を導入したの？

「企業年金制度は
どのくらいの企業」が導入しているの？
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「定額」と「定率」
定額：全員一律の掛金となります。
　　（例えば、全員５千円／月など）

定率：基準給与×一定率となります。
　　（一定率は全員同じです。）

●�基準給与とは給与規程や退職金規程に定められた
「給与」が原則です。
●�確定給付企業年金や厚生年金基金で認められるポ
イント制のポイントを給与とすることも可能です。

拠出日
拠出日は毎月24日となります。
※�拠出日が金融機関休業日にあたる場合、直前の金
融機関営業日が拠出日となります。

「掛金」って
どのように決めるの？

掛金には「事業主掛金」と
「加入者掛金」があります。
「事業主掛金」は大きく分

けると「定額」と「定率」があ
ります。「加入者掛金」は一
定の要件のもと事業主掛
金に職員自身が上乗せして
拠出する掛金のことです。

ＤＣの導入割合は？
大きく分けると以下のパターンに分類されます。
①�100％ＤＣ
②�半分程度ＤＣ
③�一部をＤＣ
④�ＤＣを上乗せ

本制度を導入している
法人、施設により
ＤＣの導入割合は
さまざまです。

その他の退職金・
企業年金制度

❷

DC

❸

DC

その他の退職金・
企業年金制度

❶

DC

❹

その他の退職金・
企業年金制度

DC

「退職金・企業年金制度全体での
確定拠出年金の割合」はどのくらい？

マッチング拠出とは
●�加入者が一定の要件のもとに事業主掛金に職
員自身の掛金を上乗せして拠出できる制度です。
●�法定限度額内で、かつ事業主掛金と最大同額ま
で加入者掛金を拠出できます。

マッチング拠出

（事業主）

法人拠出

加入者掛金
2 万円

事業主掛金
2 万円

＝ 合計
4万円

確定拠出年金
専用口座へ

毎月（職 員）
＋

マッチング拠出の特徴
税制上のメリットがあります
事業主掛金と同様に加入者掛金にも運用時と給付時に税
制上の優遇措置があり、職員が拠出した掛金は所得控除の
優遇措置が受けられます。
※�ただし、原則として60歳まで引出しができません。

積み立てる金額を増やせます
加入者掛金は事業主掛金と同額の範囲内まで拠出できます。

（ただし、拠出合計額は法定拠出限度額の範囲内です。）ま
た拠出を停止・再開したり金額を変更することもできます（変
更の場合は一定の要件があります）。

加入者掛金は給与控除されます
加入者掛金は給与天引きのため、手間をかけずに計画的に
老後資金の準備ができます。
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Q&A

どんなサポート？

加入者教育の全体像

「DC導入までのサポート」って
具体的には？

損保ジャパン日本興亜
グループが導入まで
全面的に
サポートいたします。

「現行退職金・企業年金制度からのDC移行」
現行退職金・企業年金制度からのDC移行シミュレー
ションを作成し、最適なDC制度設計をサポートいた
します。
「労使合意」
説明会資料のご提供などにより、スムーズな労使合意
を支援いたします。
「規約申請」
規約作成から、当局への規約申請まで全面的にサポー
トいたします。
「投資教育」
経験豊富な専門講師を派遣し、職員の皆さまの制度
理解を支援いたします。
「研修」
事務研修、担当者研修などの研修体制を整えており、
事務を担う職員をサポートいたします。

～6月前 4～5月前 1～2月前 制度開始

制度設計 制度開始 拠出開始
約2か月

職員向け投資教育

申請必要書類準備

ＤＢ資産
移換依頼

ＤＢ一時金
移換

導
入
ス
テ
ッ
プ

規
約
本
申
請

規
約
承
認

労使交渉

制度開始以降

※�追加加入は原
則1月と7月に
なります。

※上図は標準的なスケジュール例です。実際は制度内容等により変わります。

1
2

3

＜制度導入前＞
制度説明

＜制度導入時＞
投資教育

＜制度導入後＞
継続教育

企業担当者
研修

投資教育専任講師

加入者教育をサポート

「加入者の教育」はどんなサポートを
してくれるの？

「全老健共済会連合型確定
拠出年金制度」では、制度
導入の「制度説明」から導
入時の「投資教育」、導入後
の「継続教育」まで、各段階
の加入者教育をサポートい
たします。

「運用」するには
専門的な知識が必要なの？

運用といってもあらかじめ用意
された運用商品の中から運用先
とその割合を決めるだけです。
そのために必要な知識の習得は
損保ジャパン日本興亜グループ
がサポートいたします。また、運
用商品の中には定期預金など
元本確保型の商品もあり、元本
割れのリスクのない商品を選定
することも可能です。
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低コスト スケールメリットが生かされるので、単独実施に比べ
て手数料が割安です。

柔軟な
設計 制度の設計は各社の実情に応じた設計が可能です。

ポータビリティ 加入法人間で異動する場合でも持ち運びが可能です。

手続き
簡素化

共通規約使用により導入手続きが簡素化できます。
➡事業所追加の形式で制度導入。

連合型規約（共通の規約）

Ｃ法人様A 法人様 B 法人様

代表事業主
株式会社 全老健共済会

「全老健共済会連合型確定拠出年金制度」とは？

「全老健共済会連合型確定拠出年金制度」の仕組み

連合型とは？ 共同運営プランのメリット

給付請求

給付

給付請求

運用指図

残高照会

運用

運用

運用指図

委任書 申請

拠出金
振込

事 業 主

運営管理機関
（損保ジャパン日本興亜 DC 証券）

再委託先損保ジャパン日本興亜

金融機関

金融機関

金融機関

商品提供機関

厚 生 局

職 員

代表事業主
（株式会社 全老健共済会）

職員の窓口
となる機関で

各種サービスを提供

資金管理機関
（みずほ信託銀行）

企業から払い込ま
れた拠出金を分別
して管理

商品の売買や給付
金の支払

確定拠出年金制度運営コストの比較（消費税は別途）
連合型は単独型と比べて低廉な手数料でご利用いただけます!

【前提】　加入者数100名　1人あたり平均掛金（月額）　10,000円　移換金なし
全老健共済会

連合型確定拠出年金プラン
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券

単独型プラン（スタンダードプラスプラン）

初年度計 450,000円 940,000円

次年度以降 440,000円 740,000円
※投資教育セミナーをご希望の場合は、別途有料にて承ります。



その他共済会が入会を承認する法人

※詳細は、全老健共済会連合型確定拠出年金加入規約でご確認ください。

加入できる法人
本制度に加入できる法人は以下の１または２のどちらかに該当する法人となります。

全国老人保健施設協会の正会員（以下正会員）施設の所属
する法人または正会員施設の関係医療・介護・福祉法人で、
全老健共済会（以下共済会）が別に定める都道府県単位の介
護老人保健施設組織の推薦があり、かつ共済会が入会を承
認する法人

制度導入にあたってのご注意点
1．制度導入に際しては労使合意が必要です。
2．制度を導入する事業主には、加入者への確定拠出年金制度の周知徹底および投資教育が義務づけられています。
3．掛金は毎月事業主から資産管理機関にお振込みいただきます。
4．�勤続3年以上の職員の積立金は、いかなる場合でも事業主へ返還できません。勤続3年未満に職員が退職した場合には、掛金相当額を全額
事業主へ返還する旨の年金規約の作成が可能です。

5．原則貴法人での厚生年金の被保険者（60歳未満）全員が加入者となります。一部の職員を除く場合は同等の代替措置が必要です。
6．�全老健共済会連合型確定拠出年金制度の運用商品は共通事項として予め決められており、運用商品を追加または削除することはできません。
7．�貴法人との運営管理業務委託契約は、損保ジャパン日本興亜DC証券が締結します。損保ジャパン日本興亜DC証券は、受託した業務のうち
運用商品の情報提供業務の一部を損保ジャパン日本興亜に再委託いたします。

8．�損保ジャパン日本興亜DC証券と損保ジャパン日本興亜とは、貴法人との合意に基づき貴法人から開示された情報を共有し、当該情報は貴
法人に対する確定拠出年金制度のご提案のためのみに使用します。

9．インターネットによる事務処理体制となっているため、インターネット使用環境が必要となります。
10．株式会社�全老健共済会に対し代表事業主事務取扱手数料をお支払いいただきます。
＜情報共有について＞
損保ジャパン日本興亜と損保ジャパン日本興亜DC証券は、共同して確定拠出年金制度導入のご提案を行っており、提案を円滑に進めるため、
両者間において制度導入提案の目的に限定して情報交換を行いますので、あらかじめご了承願います。

＜個人情報の取扱について＞
損保ジャパン日本興亜、損保ジャパン日本興亜DC証券は、確定拠出年金に関する個人情報を、確定拠出年金運営管理業務およびその付随業
務の履行、年金制度等に関する情報提供サービス、他の金融商品・サービスの案内・提供等を行うために取得・利用し、業務委託先等に提供
を行います。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜のホームページ（http://www.sjnk.co.jp）、損保ジャパン日本興亜DC証券のホーム
ページ（http://www.sjnk-dc.co.jp/）に掲載の個人情報保護方針をご覧いただくか、損保ジャパン日本興亜営業店、損保ジャパン日本興亜DC
証券まで、それぞれお問い合わせ願います。
●損保ジャパン日本興亜DC証券における個人情報に関するお問い合わせ窓口
　お問い合わせフォーム：http//www.sjnk-dc.co.jp/ja/formprivacy/（携帯電話からはアクセスできません。）

お申し込みにあたってのご注意

●詳しくは、「全老健共済会連合型確定拠出年金制度のご案内」をご覧ください。
（全老健共済会ホームページhttp://www.roken.co.jp/で閲覧できます。）

DC-13-000027 2014.2.24

全老健共済会連合型確定拠出年金ヘルプデスク

0120-65-6543
（０１２０- ろうご、ろうごしさん）
受付時間：平日 9：00 ～ 17：00　携帯利用可能

●運営管理機関　損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
●再委託先運営管理機関　損害保険ジャパン日本興亜株式会社

〒160-8338�東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL 03-3349-4597
ホームページ�http://www.sjnk.co.jp/

お問い合わせ先


