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❖資産運用結果の  令和 3 年度の年金資産運用利回りは＋3.35％となりました。市場の変化に注視しつつ 

 お*し*ら＊せ   適切なリスク管理の下、安全、且つ効率的な運用と収益の確保に努めてまいります。 

年金資産(積立金)は、現在、信託銀行(銀行 1 社含む)4 社、生保会社、投資顧問会社

(4 社)の 8 社の運用機関に委託して運用しています。当基金は証券会社を通じての直

接取引はしておりません。資産運用は、積立計画上、毎年一定の利回り(予定利率 1.5％)

で収益を確保することを前提にしています。(当基金の HP で月毎に掲載) 

                            

 

令和 4年 7月 21日、令和 3年度決算を中心とする第 17回代議員会が開催されました。 

   その内容をご報告いたします。下記のとおり、財政検証結果は基準をクリアしています。 

 

2.年金経理 損益計算書 

            <費用勘定>                         <収益勘定>           (単位：円) 

 

 

 

 

 

◇財政検証結果報告 

   基金では、加入員・受給者の皆さまの受給権保護のため、決算期ごとに年金資産の 

  積立状況を 2つの方法(継続基準・非継続基準)で検証しています。 

検証の結果、基準値に達していない場合は、積立計画の見直しが必要になります。                       

1.継続基準・・・将来の給付のために年金資産が計画通りに積み立てられているかを検証 

    年金数理上純資産額(6,919,422 千円)≧責任準備金(5,165,627 千円)＝1.33 (1.00 以上) ・・・基準クリア 

2.非継続基準・・・現時点で基金が解散したと仮定した場合、加入員・受給者の加入期間に応じた給付に 

必要な資産が確保されているかを検証 

    年金数理上純資産額(6,919,422 千円)≧最低積立基準額(5,006,835 千円)＝1.38 (1.00 以上)・・・基準クリア 

1.年金経理 貸借対照表                                                       

          <資産勘定>                            <負債勘定>         (単位：円) 

 

純資産 

(時価) 

流動資産 48,580,340 流動負債 未払業務委託費 7,668,048 

信託資産 6,184,720,740 給付費 未払給付費 133,323,500 

保険資産 827,112,766 責任準備金 責任準備金 5,165,626,534 

 不足金 繰越不足金 0 剰余金 別途積立金 1,753,795,764 

当年度不足金 0    

      合計 7,060,413,846       合計 7,060,413,846 
 

 

 

 

 

経常収支 

老齢年金 69,885,379  

 

 

経常収支 

掛金等収入 136,683,808 円 

脱退一時金 501,831,813 受換金 0 

遺族一時金 5,922,600 脱退一時金相当額受入金 0 

移換金 13,663,800 運用収益 267,285,393 

運用報酬等 33,316,950   

業務委託費 9,932,161   

  責任準備金 責任準備金減少額 230,583,502 

合計 634,552,703       合計 634,552,703 



観光産業企業年金基金からの給付の種類  

 

        *給付の種類は、年金・一時金・遺族一時金の 3種類 

      ☞ この給付に必要な掛金は、全額会社が負担しています。 

 

 

         仮想個人勘定残高 ８８７，４２６円 

        脱退一時金 ８８７，４００円 

  老齢年金 

  受給年数 

(総額) 

10年有期年金 ９８３，０００円 

15年有期年金 １，０３０，５００円 

20年有期年金 １，０８０，０００円 

※ 上記金額は、利息が変動しなかった場合の例です。実際は、実勢レートに応じて変動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付の種類 内 容 

年金 

加入員期間 10年以上の加入員が退職した場合に受けられる有期年金 
支給期間は、本人が 10年・15年・20年の中から選択 

※年金受給開始後 5年経過後、残りの期間を一時金として受けることも可能 

 一時金  加入員期間 1年以上の加入員が退職した時に受けられる一時金 

遺族一時金 

加入員期間 1月以上の加入員、または年金を受けている方、及び年金・一時金 
を請求する前に死亡した方(待期者)のご遺族に支払われる一時金 
※遺族の範囲は 1親等（配偶者、または子、父母） 

    CC BY-ND     CC BY-ND 

⁑企業年金ラボ⁑     待 期 者 と は ?  

     企業年金には、「加入員」「待期者」「受給者」が存在します 

       「加入員」・・・企業年金に加入している会社に勤務していて、加入資格を満たしている方 

 「待期者」・・・加入期間 10年以上ある加入員が会社を退職し、企業年金を受給する年齢 

(60歳)になっていない方 

 「受給者」・・・企業年金に加入していた会社を退職し、加入資格があり、年金を受けている方 

 

待 期 者  ? 待 機 者 ? 

     「待期者」は、「待機者」ではなく、「待期者」と表記されます。社会保険や労働保険の法令等で 

使われている言葉です。待機は、準備して機会を待つという意味ですが、待期は、その時期が来る

のを待つという意味です。受給年齢に近づきましたら、年金の請求用紙を当基金から送付します。

「待期者」になって、氏名や住所が変更した場合は、変更の手続きが必要です。 

変更の届は・・・当基金のホームページ ☞ 様式ダウンロード ☞ 「待期者 氏名・住所等 

変更届」を送付してください。 

標準給与月額 28万円で、加入員期間 20年の場合 
*モデル脱退一時金・年金額（指標利率 2％） 

https://tigpig.com/archives/29669
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://tigpig.com/archives/29669
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 観光産業企業年金基金のホームページで年金額の試算ができます

――――ご利用方法――――――――――――――――――――――――――― 

① 検索画面で「観光産業企業年金基金」と入力  ② Menuから会員専用ページをクリック 

③ パスワード(数字 4 桁)を入力し、ログイン ④ Menu から「年金試算シミュレーション」をクリック  

④ 「仮想個人勘定残高」を入力し、年金受取期間・利回りに☑し、計算実行をクリック 

(パスワードと仮想個人勘定残高がわからない場合は、当基金にご照会ください。)      

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                       

              ≪基金の現況≫      【令和 4 年 3 月末】 

加入員 人数 平均年齢 年金受給者数 

男性 1,500 人 47.5 歳 1,045 人 

女性 1,422 人 40.6 歳 平均年金額 

合計 2,922 人 44.1 歳 117,111 円 

 

 

 

 

                        

 

 

《加入員》 人数 平均年齢 

男性 1,815 46.10 

女性 1,893 39.40 

合計 3,708 42.70 
〒102-0081 東京都千代田区四番町 5-3  

サイエンスプラザ 

電話 03-6380-8659 FAX 03-5275-8145 

JR・地下鉄 市ヶ谷駅  徒歩 10 分 

地下鉄   麹町駅   徒歩 5 分 

地下鉄   半蔵門線駅 徒歩 10 分 

☆基金からのお知らせ☆ 

令和 4 年度算定基礎届の提出をありがとうございます。届出いただいた標準報酬月額は、各事業所様の

登録時期(令和 4 年 9 月分、または令和 5 年 4 月分)の掛金に登録いたします。 

［観光産業企業年金基金］[所在地] 〒102-0081 東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ 

 <電話> 03-6380-8659 <FAX>  03-5275-8145  2022 年 8 月２日発行 編集人:那珂百合子 


