
平成３１年３月２５日 

 

「確定給付企業年金に関する数理実務ガイダンス」の改定 

 

公益社団法人日本年金数理人会 

 

確定給付企業年金に関する数理実務ガイダンスにつきまして、会員の数理的な

実務により資するよう、記載内容を拡充する観点から検討を行ってまいりました

が、先般開催されました当会理事会において承認されましたので、ここに公表い

たします。 

 

今回の改定にあたっては、平成３１年２月２２日に改定に関する草案を公開し、

平成３１年３月８日までコメントの募集を行いました。提出されたコメントの内

容を踏まえ、明確化の観点等により修正を加えた上で公表するものです。 

 

なお、公開草案からの修正箇所は別紙のとおりとなります。 

 

 

以 上 



別紙 

 

公開草案を修正した箇所 

該当頁 修正前 修正後 

P.6 

 

・会社設立後日の浅い事業所で使用すべき実績がない場合又は、火災

等により過去の記録の入手が困難な場合。 

→ある特定の事業所において入手が困難な場合、当該事業所を算定

基礎から除外することができる。 

ただし、人員構成の変動等がある場合、掛金率の洗い替えを行う

ことが考えられる。 

 

 

（例示） 

・２以上の事業所で実施している確

定給付企業年金において大規模

な事業所編入があったが、火災等

により過去の記録を失った場合 

 

 

・複数の事業所で実施している確定給付企業年金の一部事業所で、会

社設立後の日が浅く使用すべき実績がない場合又は、火災等により

過去の記録の入手が困難な場合。 

→当該事業所を脱退率の算定基礎から除外することができる。 

 

 

 

 
（削除） 

 
 

P.17 

 

特別掛金収入現価（＝未償却過去勤務債務残高） ＝ 

Ｂ × P(PSL) × a(n) ＋ 

 × ΔPt(PSL) × a(n-t) × vt 

 

  

特別掛金収入現価（＝未償却過去勤務債務残高） ＝ 

Ｂ × P(PSL) × a(n) ＋ 

 × ΔPt(PSL) × a(n-t) × vt 

 

 

P.18 

 

◯財政決算時の取扱い 

当該年度決算における過去勤務債務の残余償却年数は、前年度（制

度実施時、変更時）の過去勤務債務の残余償却年数から経過期間を

控除し、さらに、弾力償却を行ったことに伴い最長期に対応する規

約上特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合に比較し増加した

掛金額に相当する期間を控除して得た期間（以下「短縮した残余償

却年数」という。）とする。 

 

（例示） 

 

P(PSL) × B × a(n-t-△) + △P(PSL) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)  ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別掛

金率（額） 

△P(PSL)：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合に比較し増加し

た掛金額 

B    ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

a(x)    ：x年の確定年金現価率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所ごとに異なる特別掛金

を設定して弾力償却を行った場合

においても、「短縮した残余償却年

数」は、全実施事業所合算の「△

P(PSL)」に基づいて算定し、制度

全体（給付区分ごとに異なる予定

償却期間を設定している場合は、

当該給付区分単位）で予定償却期

間の短縮を行うこととする。 

 

 

◯財政決算時の取扱い 

当該年度決算における過去勤務債務の残余償却年数は、前年度（制

度実施時、変更時）の過去勤務債務の残余償却年数から経過期間を

控除し、さらに、弾力償却を行ったことに伴い最長期に対応する規

約上特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較し

増加した掛金額に相当する期間を控除して得た期間（以下「短縮し

た残余償却年数」という。）とする。 

 

（例示） 

 

P(PSL) × B × a(n-t-△) + △P(PSL) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)  ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別掛

金率（額） 

△P(PSL)：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較

し増加した掛金額 

B    ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

a(x)    ：x年の確定年金現価率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施事業所ごとに異なる特別掛金

を設定して弾力償却を行った場合

においても、「短縮した残余償却年

数」は、全実施事業所合算の「△

P(PSL)」に基づいて算定し、制度

全体（給付区分ごとに異なる予定

償却期間を設定している場合は、

当該給付区分単位）で予定償却期

間の短縮を行うこととする。 

 

P.19 

 

n       ：前年度予定償却年数 

t       ：当年度経過年数 

△      ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合に比較し増加し

た掛金額に相当する期間 

n-t-△   ：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・弾力償却を行った場合、その弾力償却を行った年度の翌年度におけ

る過去勤務債務の残余償却年数は、最長期に対応する規約上特別掛

金率（額）をベースとした、弾力償却によって短縮された年数とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n       ：前年度予定償却年数 

t       ：当年度経過年数 

△      ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上特

別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と比較

し増加した掛金額に相当する期間 

n-t-△   ：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・弾力償却を行った場合、その弾力償却を行った年度の翌年度におけ

る過去勤務債務の残余償却年数は、最長期に対応する規約上特別掛

金率（額）をベースとした、弾力償却によって短縮された年数とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



該当頁 修正前 修正後 

・翌年度に弾力償却を行うことが予め判明している場合、短縮した残

余償却年数を以下の通り算出することも可。 

 

P(PSL) ×  B ×  a(n-t-△ -△’) + △ P(PSL) + △ P(PSL)’× 

a(t’) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)   ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別

掛金率（額） 

△P(PSL) ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上

特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合に比較し増

加した掛金額（下段のなお書きも参照のこと） 

△P(PSL)’：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定し

た場合に比較し増加する翌年度の掛金額 

B     ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

a(x)     ：x年の確定年金現価率 

n        ：前年度予定償却年数 

t        ：当年度経過年数 

t’      ：翌年度の期間（年） 

△       ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上

特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合に比較し増

加した掛金額に相当する期間（下段のなお書きも参照の

こと） 

△’      ：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定し

た場合に比較し増加する翌年度の掛金額に相当する期間 

n-t-△-△’：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・なお、この方法を用いた場合、翌年度決算において短縮した残余償

却年数を算出する際には△および△P(PSL)における『最長期に対応

する規約上特別掛金率（額）』は『当年度決算において「翌年度に適

用する特別掛金率（額）」として当年度決算に織り込んだ特別掛金率

（額）』に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

例示 

・翌年度に弾力償却を行うことが予

め判明している場合 

前年度予定償却年数：11年 

最長期に対応する規約上特別

掛金（年額）：10 

当年度の特別掛金額（年額）：

10 

翌年度に弾力償却を行うこと

により見込まれる特別掛金額

（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝11 

より、 

10×a(11－1－△－△’) ＋0

＋5×a(1) =10×a(11-1) 

から△’を算出し、 

当年度決算時残余償却年数 

11－1－0－△’ (＝0.5)＝9.5年 

 

・その翌年度決算の場合 

翌年度に実際に弾力償却を行

うことにより拠出した特別掛

金額（年額）：15 

翌々年度に弾力償却を行うこ

とにより見込まれる特別掛金

額（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝15-15＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝9.5 

より 

10×a(9.5－1－△－△’) ＋

0＋5×a(1) =10×a(9.5-1) 

から△’を算出し、 

翌年度決算時残余償却年数 

 

・翌年度に弾力償却を行うことが予め判明している場合、短縮した残

余償却年数を以下の通り算出することも可。 

 

P(PSL) ×  B ×  a(n-t-△ -△’) + △ P(PSL) + △ P(PSL)’× 

a(t’) 

＝ P(PSL) × B × a(n-t） 

 

ただし、 

 

P(PSL)   ：規約上特別掛金率（額）＝最長期に対応する規約上特別

掛金率（額） 

△P(PSL) ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上

特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と

比較し増加した掛金額（下段のなお書きも参照のこと） 

△P(PSL)’：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定し

た場合の掛金額と比較し増加する翌年度の掛金額 

B     ：基準日における給与の額あるいは加入者数 

a(x)     ：x年の確定年金現価率 

n        ：前年度予定償却年数 

t        ：当年度経過年数 

t’      ：翌年度の期間（年） 

△       ：弾力償却を行ったことに伴い、最長期に対応する規約上

特別掛金率（額）を適用したと仮定した場合の掛金額と

比較し増加した掛金額に相当する期間（下段のなお書き

も参照のこと） 

△’      ：翌年度に弾力償却を行うこととしたことに伴い、最長期

に対応する規約上特別掛金率（額）を適用したと仮定し

た場合の掛金額と比較し増加する翌年度の掛金額に相当

する期間 

n-t-△-△’：短縮した残余償却年数＝当年度決算時残余償却年数 

 

・なお、この方法を用いた場合、翌年度決算において短縮した残余償

却年数を算出する際には△および△P(PSL)における『最長期に対応

する規約上特別掛金率（額）』は『当年度決算において「翌年度に適

用する特別掛金率（額）」として当年度決算に織り込んだ特別掛金率

（額）』に読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

例示 

・翌年度に弾力償却を行うことが予

め判明している場合 

前年度予定償却年数：11年 

最長期に対応する規約上特別

掛金（年額）：10 

当年度の特別掛金額（年額）：

10 

翌年度に弾力償却を行うこと

により見込まれる特別掛金額

（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝11 

より、 

10×a(11－1－△－△’) ＋0

＋5×a(1) =10×a(11-1) 

から△’を算出し、 

当年度決算時残余償却年数 

11－1－0－△’ (＝0.5)＝9.5年 

 

・その翌年度決算の場合 

翌年度に実際に弾力償却を行

うことにより拠出した特別掛

金額（年額）：15 

翌々年度に弾力償却を行うこ

とにより見込まれる特別掛金

額（年額）：15 

とするとき、 

P(PSL)＝10 

ΔP(PSL)＝15-15＝0 

Δ＝0 

ΔP(PSL) ’＝15-10＝5 

n＝9.5 

より 

10×a(9.5－1－△－△’) ＋

0＋5×a(1) =10×a(9.5-1) 

から△’を算出し、 

翌年度決算時残余償却年数 

 

 

以上 

 


