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確定給付企業年金（総合型DB）とは

大きな税制メリット
掛金は全額損金に

運営コスト・
事務コストの軽減
安定的な財政運営

福利厚生制度・
退職金制度に活用
事業主・役員も
加入できます

工作機械・機械器具等に関連する複数の企業が共同で作る企業年金制度です。

総合型DBは中小企業の退職金制度の様々な
課題を解決し、力強くサポートします。

総合型DB
日本工作機械関連

企業年金基金

管理事務
コスト制度設計

事業主の退職金 従業員への
周知義務

従業員の退職金

福利厚生制度
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議決機関
代議員会

執行機関
理事会

選定 理事長選挙
選挙

選定監事
監査機関

互選監事 常務理事・職員
運用執行理事

事務局
資産運用委員会

諮問機関

選挙 選挙

事業主

加入者
（従業員）

選定代議員

互選代議員

選定理事

互選理事

設立年月日 平成28年11月1日（厚生労働大臣の認可を受けて設立）

目			的 当企業年金制度は、実施事業所で働く社員（原則として65歳未満の厚生年金
保険被保険者）の将来にわたる生活の安定を図ることを目的としています。

設立母体
(10団体)

（一社）日本工作機械工業会
（一社）日本工作機器工業会
（一社）日本ロボット工業会
（一社）日本歯車工業会
（一社）日本機械工業連合会

日本精密機械工業会
日本機械工具工業会
研削砥石工業会
日本機械鋸・刃物工業会
ダイヤモンド工業協会

■日本工作機械関連企業年金基金のご案内

■日本工作機械関連企業年金基金加入のメリット

事業主の観点

・ 福利厚生制度の充実により優秀な人材の確保が可能です。
・ 従業員の離職防止につながります。
・ 企業に対する信頼感が高まります。
・ 退職金の一部として活用できます。
・ 退職金負担の平準化ができます。
・ 掛金は全額「損金」処理できます。
・ 個別事業所で実施する場合と比較し、制度運営コストを軽減できます。

加入者の観点

・ 個人の掛金負担なしで制度への加入ができます。（掛金は全額事業主負担）
・ 元本保証で毎年「1～3％」の利息が付与されます。（中長期では平均2％が目安）
・ ライフプランに合わせて一時金または年金を選択できます。（年金の受給期間は5年、
10年、15年、20年の選択制）
・ 資産が保全され、老後生活の安定に役立ちます。

⃝当企業年金基金の財政方式は公的年金とは異なる「積立方式」です。
⃝キャッシュバランスプランを採用することにより、シンプルで分かりやすい給付設計であるとともに
安定的な財政運営が可能です。
⃝他の制度（確定給付企業年金等）を採用していても、重複して加入できます。

日本工作機械関連企業年金基金の制度概要

■日本工作機械関連企業年金基金の運営組織
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等級 標準報酬月額
（千円）

掛金率

0.8％コース 1.6％コース 2.4％コース

11 170 1,360 2,720   4,080

16 240 1,920 3,840   5,760

21 340 2,720 5,440   8,160

26 470 3,760 7,520 11,280

31 620 4,960 9,920 14,880

積立コース

0.8％コース 1.6％コース 2.4％コース

標準掛金率 8‰（8/1000）

事務費掛金率 2‰（2/1000）

（基準給与1） 標準報酬月額×1 標準報酬月額×2 標準報酬月額×3

（基準給与2） 標準報酬月額×1

標準掛金額 基準給与1	×	標準掛金率（8/1000）

事務費掛金額 基準給与2	×	事務費掛金率（2/1000）

⃝当企業年金基金の加入者の範囲は、65歳未満の厚生年金保険の被保険者です。ただし、事業所ごと
に一定の資格を定めることが可能です。

⃝掛金は全額事業主のご負担となります。毎月基金に掛金を拠出いただき、基金は掛金とその運用収益
を加入者の給付原資として積み立てます。
⃝標準掛金率は、事業所ごとに次の積立コースのうちのいずれかを選択していただけます。

⃝加入者資格の取得日は入社日、喪失日は退職日の翌日となります。
⃝給付額算定のベースとなる加入者期間は、月単位で数えます。

加入者の範囲は事業所ごとに定めることが可能

掛金率は事業所ごとに選択

加入者の範囲・掛金負担

■加入者の範囲

■基金の掛金率

■掛金額の計算方法

■主な標準報酬月額別掛金額（月額）	 （単位：円）

・厚生年金保険の被保険者
※事業主・役員も加入できます。
※事業所ごとに一定の資格を定めることが可能（例：就業規則に定める社員　等）

※標準報酬月額は、厚生年金保険の保険料の算定基礎となる標準報酬です。
※別途事務費掛金が必要となります。
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1年度 2年度

利息

3年度 … …
▲
加入

▲
退職

▲
年金受給開始

仮
想
個
人
勘
定
残
高

退
職
時
の

仮
想
個
人
勘
定
残
高

年
金
受
給
開
始
時
点
の

利息

持分付与額

待期期間中の
利息により変動
持分付与額と
利息の合計

年度末時点の仮想個人勘定
残高は毎年５月に通知します。

年金

仮想個人勘定残高を原資に、
「年金」または「一時金」を受給

退職

加入1ヵ月以上10年未満

加入1ヵ月以上の加入者また
は受給権者が亡くなったとき 遺族給付金（一時金）

加入10年以上

脱退一時金
（一時金）

老齢給付金（年金）
または

選択一時金（一時金）

⃝キャッシュバランスプランとは、国債などの利回りを指標利率として、その利率に応じて利息を加え
る積立方式の年金制度です。積立掛金（元本）に利息を加えた元利合計額（仮想個人勘定残高）を加
入者の給付原資として、年金・一時金の支払いを行うシンプルな給付設計です。

⃝利息が市場に連動するしくみのため不足金発生のリスクが抑制され、財政運営において安定性の高い
給付設計です。

⃝加入1ヵ月以上で脱退一時金、加入10年以上で年金が受けられます。

給付のしくみ
キャッシュバランスプランによる給付設計

加入1ヵ月以上で脱退一時金、10年以上で年金を受給

■給付額の算定

■キャッシュバランスプランのイメージ

■加入者期間と受けられる給付の関係

給付額 ＝ 持分付与額（掛金）＋ 利息相当額※

※利息相当額は、10年国債の応募者利回りの1年平均または5年平均のいずれか低い率で計算されます。（下限1.0％、上限3.0％）
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加入期間 0.8％コース 1.6％コース 2.4％コース

10年   38万円   76万円 114万円

20年   85万円 170万円 255万円

30年 142万円 284万円 426万円

35年 175万円 350万円 525万円

加入期間 0.8％コース 1.6％コース 2.4％コース

5年確定年金 37万円／年 74万円／年 110万円／年

10年確定年金 19万円／年 39万円／年   58万円／年

15年確定年金 14万円／年 27万円／年   41万円／年

20年確定年金 11万円／年 21万円／年   32万円／年

5年

10年

15年

20年

受給開始 5年後 10年後 15年後 20年後

給
付
原
資

⃝当企業年金基金の年金は、受給年数を5年・10年・15年・20年から選択する有期年金です。
⃝年金額は、それまで積み立てられた給付原資（仮想個人勘定残高）に応じた額となります。年金で受
け取るほか、給付原資を一括して一時金で受け取ることもできます。

⃝キャッシュバランスプランは、積立掛金（元本）に利息を加えた元利合計額を加入者の給付原資とし
て年金・一時金を支払うしくみです。掛金率に応じた給付額は下表の給付モデルのとおりです。

受給年数を選択する有期年金

■受給年数の選択肢

■給付モデル（一時金で受け取った場合）
前提：平均給与36万円、想定利回り2％

前提：35年加入、平均給与36万円、想定利回り2％
■給付モデル（年金で受け取った場合）



7

受給期間 年額	※（	）内は総額
  5年確定年金 37万円（185万円）
10年確定年金 19万円（190万円）
15年確定年金 14万円（210万円）
20年確定年金 11万円（220万円）

受給期間 年額	※（	）内は総額
  5年確定年金 74万円（370万円）
10年確定年金 39万円（390万円）
15年確定年金 27万円（405万円）
20年確定年金 21万円（420万円）

受給期間 年額	※（	）内は総額
  5年確定年金 110万円（550万円）
10年確定年金   58万円（580万円）
15年確定年金   41万円（615万円）
20年確定年金   32万円（640万円）

利
息

給
付掛

金

▲
    加入（入社）

▲
10年

▲
20年

▲
30年

▲
35年

加入10年の場合
一時金額：約38万円
掛金額　：約35万円

■0.8％コース

加入20年の場合
一時金額：約85万円
掛金額　：約69万円

加入30年の場合
一時金額：約142万円
掛金額　：約104万円

加入35年の場合
一時金額：約175万円
掛金額　：約121万円

利
息

給
付掛

金

▲
    加入（入社）

▲
10年

▲
20年

▲
30年

▲
35年

加入10年の場合
一時金額：約76万円
掛金額　：約69万円

■1.6％コース

加入20年の場合
一時金額：約170万円
掛金額　：約138万円

加入30年の場合
一時金額：約284万円
掛金額　：約208万円

加入35年の場合
一時金額：約350万円
掛金額　：約242万円

利
息

給
付掛

金

▲
    加入（入社）

▲
10年

▲
20年

▲
30年

▲
35年

加入10年の場合
一時金額：約114万円
掛金額　：約104万円

■2.4％コース

加入20年の場合
一時金額：約255万円
掛金額　：約207万円

加入30年の場合
一時金額：約426万円
掛金額　：約311万円

加入35年の場合
一時金額：約525万円
掛金額　：約363万円

●年金額（加入35年の場合）

●年金額（加入35年の場合）

【ご参考】 掛金と給付を比べてみました
⃝当企業年金基金に加入した場合、掛金額に対する給付額はいくらにな
るのか、掛金のコースごとに比べてみました。
⃝掛金の詳細につきましては4頁を、給付の詳細については5頁をご参照
ください。

●年金額（加入35年の場合）

※上記は平均給与36万円の場合で計算されています。
※年金・一時金額は、加入期間中は２％の利息が付与されたものとして計算しています（利息を計算する利回りは国債指標によ
り変動します）。

掛金
給付

利息がつくから
給付額が
高くなるのね



日本工作機械関連企業年金基金（業務課）
〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8機械振興会館内
TEL：03-3434-2755　FAX：03-3434-5356
電話受付時間：9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）

ご加入のお問い合わせ・資料のご請求はこちらまで

ホームページをご覧ください。
検索日本工作機械関連企業年金基金

⃝当企業年金基金は、確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）に基づき設立された企業年
金制度です。複数の企業が共同で作る形態の「総合型DB」として発足しました。
⃝厚生年金保険の適用事業所で、「工作機械・機械器具等に関連する事業所」であればご加入
いただけます。

⃝当企業年金基金にご加入いただくことにより、基金運営の管理事務は基金事務局が行います。
⃝事務局において、各種データ管理・給付事務を行うほか、代議員会の開催、業務概況・運用
状況の報告・制度周知、従業員や退職者からの企業年金・公的年金に関する問い合わせ・相
談等に対応します。

⃝企業年金を導入していない会社で退職金規程に基づいて支払われる自社単独の退職金制度で
は、退職金原資を自社で内部留保することとなり税金がかかりますが、企業年金基金では、
月々の掛金を全額損金（必要経費）に計上できます。
⃝自社単独の退職金・企業年金制度では、退職給付会計において負債計上が必要ですが、総合
型DBでは、「自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない」と見
なされ、原則として負債の計上が不要です。
⃝企業年金基金から支給される年金は雑所得と見なされ、公的年金等控除が受けられます。一
時金は退職所得と見なされ、退職所得控除が受けられます（ただし、任意脱退による一時金
等退職に起因しない一時金は一時所得と見なされます）。

⃝中退共は、国が運営する中小企業の従業員のための退職金制度で、事業主や役員は加入でき
ません。掛金は5,000円～30,000円の定額で、原則として退職時に一時金で受け取ります。
⃝総合型DBである日本工作機械関連企業年金基金は、厚生年金保険の被保険者であれば事業
主や役員も加入できます。掛金・給付額が標準報酬に応じた額となる報酬比例制で、掛金率
は事業所ごとに3つのコースから選択できます。退職時に一時金で受け取る方法のほか、60
歳（50歳以上の場合、退職時）から有期年金として受け取ることもでき、受給年数を5年、
10年、15年、20年から選択できるなど、自由度の高い設計となっています。

日本工作機械関連企業年金基金とは、どのような制度ですか？Q1

A1

A2

A3

A4

運営コストの軽減とは具体的にどのようなものですか？Q2

総合型DBの税制優遇メリットとはどのようなものですか？Q3

総合型DBと中小企業退職金共済（中退共）の違いは何ですか？Q4

総合型DB Q&A

QRコードはこちら

設立年月日 平成28年11月1日

目 的 基金の加入者等の老齢、脱退または死亡について給付を行うことで加入者お
よびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

加入事業所数 188社 加入者数 13,060名（令和3年3月末時点）


