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平成１４年度事業報告

１．総会に関する事項

（１）平成１４年度定時総会

日　時　平成１４年５月１７日（金）午後３時

会　場　虎ノ門パストラル

議　案　第１号　平成１３年度事業報告承認の件

　　　　第２号　平成１３年度決算報告承認の件

　　　　第３号　倫理規範の変更承認の件

　　　　第４号　平成１４年度事業計画案承認の件

　　　　第５号　平成１４年度予算案承認の件

        第６号　役員の選任の件

原案どおり承認された。

２．事業概況

（１）企業年金等の財政に関する提言

・ 社会保障審議会年金部会・年金数理部会の近藤委員(当会前会長)の活動

支援

・ 企業年金関連での当会意見のとりまとめを行うことを目的として活動

（２）確定給付企業年金法施行等に関する事業

    ・実務基準の作成・改定について

      以下の実務基準の改定を実施

① 清算と縮小及び退職給付制度間の移行等に関する会計処理に関する

実務基準（平成１４年５月１４日）

② 繰上計算の判定基準等の変更に関する実務基準（平成１４年５月３

１日）

③ 確定給付企業年金実務基準（平成１４年８月２６日）

④ 総報酬制に関する実務基準（平成１５年２月１０日）

    ・実務基準全体の整備（直近の改正まで取り込んだ最新版の作成）

（３）教育・研修の充実

・研修会並びに特別講演会等の開催について

      ○特別講演会

        日  時   平成１４年５月１７日

        演  題   「高齢者の所得と雇用」

                   横浜国立大学名誉教授・放送大学教授   神代 和欣 氏
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      ○第２９回研修会

        日　時　 平成１４年８月３０日

　　　　演　題   「企業年金を取り巻く最近の動向について」

                   厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課基金数理室

　                     室長補佐      五十里 篤 氏

                       数理指導係長  由井 亨 氏

                 「確定給付企業年金の実務基準の解説」

                   日本年金数理人会実務基準委員会

                       大山 義広氏、佐々木 淳氏、小川 弘之氏、小川 伊知郎氏

      ○第３０回研修会

　　　　日　時　 平成１５年１月３１日

　　　　演　題　 「厚生年金基金等を巡る諸問題」

                   厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課

                       基金数理室長　水 上　孝氏

　　  ○実務研修会

        日　時　 平成１５年２月２５日～２６日午前１０時３０分から午後５時

        場　所　 日本教育会館一ツ橋ホール

　　　　テーマ　　２１テーマ

          ○２月２５日

        ・「プロフェッショナリズムと倫理」梅津光弘氏

            ・「国際アクチュアリー懲罰規定」鈴木博司氏

・「企業会計」五十嵐則夫氏

・「社会的責任投資」山本利明氏

・「低金利下の財政検証」位田周平氏、上原尚氏

・「最新実務基準」古坂敬太氏

・「企業年金の受給権」森戸英幸氏

・「海外の年金制度」小野正昭氏

・「基金と年金数理人」上原茂紀氏、町田晶生氏

・「実務基準ガイド」大山義広氏

　　　　  ○２月２６日

・「日本経済の問題と動向について」五十嵐敬喜氏

・「公的年金財政」早川敦氏

・「ＤＢ制度の将来」市川敬臣氏、吉田英樹氏

・「年金資産運用」堀井渉氏

・「確定拠出年金制度導入のケーススタディ」矢部正二郎氏

・「人口推計の方法」西岡隆氏
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・「企業福利」陶野哲雄氏

・「プレゼンテーションの仕方」神谷悟氏

・「金利の話」岡村孝氏

・「支払保証制度」真鍋伸子氏

・「年金ＡＬＭ」鈴木慎之氏、松樹淳一氏

・ ＩＡＡシラバスを踏まえた実践的な教育・研修制度の実施

        ・ＩＡＡからの「継続教育の実施状況に対する調査」及び「知識要件の

          ＩＡＡシラバスへの充足度調査」への対応

        ・上記に対する当会の問題点・解決の方向性等について検討

（４）企業年金の普及・発展に向けた年金財政に関する啓発事業

     [平成１４年度能力判定試験の実施]

・ 平成１５年３月１４日～１５日の２日間、東京（早稲田大学理工学部）

にて実施

・ 試験科目は４科目

（保険数理、年金数理、会計・経済・投資理論、年金法令・制度運営）

・ 延べ受験科目数は２０５

・ 平成１５年５月に合否発表予定

・ 資格試験合格者を準会員とするなどの定款変更を予定

     [厚生年金基金等に対する講座等の開催］

・ 厚生年金基金を対象に全国９ヶ所で地方講習会を開催

・ 大学院における年金数理の寄付講座の実施

早稲田大学大学院商学研究科（４月１７日～７月１７日、２０名出席）

大阪大学大学院基礎工学研究科（５月２７日～６月７日（集中講義）、２０名

出席）

・ 上記２大学院に加え、平成１５年度から東京工業大学大学院社会理工学

研究科での開設を準備

・ 寄付講座の講義資料に基づくテキスト「年金数理概論」（仮称）の執筆開

始

［「企業年金マネジメント・ハンドブック」の発刊（平成１５年２月）］

    ・日本年金数理人会編著により新企業年金法の重要テーマを解説

［厚生年金基金連合会等の事業への協力］

    ・厚生年金基金連合会の研修講師として１０名派遣

    ・常務理事等向けのテキストの編集に５名協力など
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（５）調査研究の充実

・ 企業年金全般に関する調査

文献研究活動として以下のテーマで討論、及び研究

① 欧米各国の社会保障年金への個人勘定について（１２月１７日）

② キャッシュバランスプランの債務評価方法等の米国ＡＡＡの議論

（３月１１日）

・ 年金文献資料の収集

「Ｃｏｒｅ Ｒｅａｄｉｎｇｓ」（英国アクチュアリー会テキスト、ＩＡＡシラ

バスの参照テキスト）を全巻購入

（６）広報活動の充実･推進

    ・会報「年金数理人」の発行　　　　　平成１４年  ８月　　№　９　発行

　　  　　　　　　　　　　　　　　　    平成１５年　２月 　 №１０　発行

    ・年金数理人ニュースの発行          平成１４年  ６月

                                        平成１４年１２月

・ マスコミ向け等の対外広報戦略を企画・立案・実行する組織として、企

画調整委員会の下部に広報企画小委員会を発足

（７）国内外の年金関係機関との情報交換等

・ ＩＡＡ会議への出席

・ ＩＣＡ会議への日本年金数理人会報告及び論文提出と会議への参加

・ ＩＡＣＡ会議、ＥＡ会議への出席

（８）その他

・ 「会員のしおり」、「会員名簿」を更新し、発刊

・ 事務所の内装変更、地下２階に倉庫設置

・ 会費のあり方について検討

         

３．理事会・委員会活動

理事会（１３回）

① 平成１５年度事業計画・予算案の決定

② 能力判定試験の実施について審議

③ 定款の変更について審議

④ 確定給付企業年金実務基準の制定

⑤ 諸外国の年金関係機関への対応について審議

⑥ 会運営の重要事項等について審議
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企画調整委員会（１５回）

① 大学院での年金数理講座の実施（大学院教育推進小委員会を設置し

て推進）

② テキスト「年金数理概説」（仮称）の執筆（同上）

③ 報道各社・解説委員との懇談会の実施（広報企画小委員会にて準備）

④ 法改正問題の検討（法改正問題検討小委員会を設置して協議）

総務委員会（８回）

① 平成１４年度定時総会資料の作成

② 平成１５年度事業計画・予算案の作成

③ 評議員会の準備

教育・研修委員会（１０回）

① 研修計画の作成

② 実務研修会場の調査・手配

③ 研修会・実務研修会の実施

広報委員会（１２回）

③ 会報「年金数理人」の発行

④ 年金数理人ニュースの発行

⑤ インターネット・ホームページの活用

国際委員会（１回）

① ＩＡＡ等国際機関、国際会議への対応

② 外国の年金事情の情報収集

③ 国際会議等に関する情報ネットワークの作成

④ 「Corporate Pension Plans in Japan」の改定版発行準備

事務管理委員会（７回）

① 定款変更案の作成

② 「会員のしおり」、「会員名簿」の作成について

③ 能力判定試験の実施に伴う事務等について

④ 年金数理人名鑑の改訂の検討

⑤ 事務の管理及び運営について

調査研究委員会（２回）

      ①書籍の購入・管理・整備

実務基準委員会（１９回）

      実務基準の作成及び改定

① 清算と縮小及び退職給付制度間の移行等に関する会計処理について

② 繰上計算の判定基準等の変更について

③ 確定給付企業年金法施行に伴う実務基準の作成

④ 総報酬制導入後の財政運営について

⑤ 総報酬制導入後の会計基準について
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資格制度委員会（６回）

② 「年金数理人のあり方に関する懇話会」の運営準備のため、運営小

委員会を設置して活動

企業年金法対策委員会（３回）

      ①新年金数理人制度について

年金用語辞典特別委員会（１回）

① 原稿の最終読み合わせ

② 企業年金マネジメント・ハンドブックを東洋経済より発刊（１５年

２月）

会員宛配布、関係各位宛贈呈

講習会実行委員会（２回）

① 平成１４年度講座開催状況の確認

② 確定給付企業年金法の講習会について

試験委員会（６回）

① 試験要領の作成

② 試験問題の作成

③ 試験の実施

④ 試験の採点

会費問題特別委員会（４回）

      ①会費のあり方について検討

４．評議員会について

　　開催日時：平成１５年１月２９日（月）　午前１１時から

　　場　　所：霞ヶ関三井クラブ

　　審議事項：

① 平成１５年度事業計画について審議

（平成１４年度事業報告を含む）

②能力判定試験の実施に伴う定款変更について審議

５．「年金数理人のあり方に関する懇話会」の設置について

    年金数理人のあるべき姿に関する多方面からの意見聴取

    日  時  （第１回）平成１４年１１月  ６日  午後２時から

            （第２回）平成１４年１２月２４日  午後４時から

            （第３回）平成１５年  １月２８日  午後２時から

            （第４回）平成１５年  ３月１２日  午後２時から

            （第５回）平成１５年  ４月１５日  午前１０時から

    場  所  虎ノ門パストラル



7

６．会員の異動状況

（１） 入会・資格変更

　　　　正会員　　　　　　２名

　　　　資格変更        ２２名

        （準会員→正会員）

        準会員　　　　　２６名

（２） 退会

　　　　正会員　　　　　　５名

　　　　準会員　　　　　１２名

  （３）会員数（平成１５年３月３１日現在）

所 属 法 人 正  会  員 準  会  員 合      計

信 託 銀 行 １４１人 ５２人 １９３人

生命保険会社 １０５ ４９ １５４

政令指定法人 ３０ ９ ３９

その他の法人 ４０ ２３ ６３

個        人 ３７ ２ ３９

合        計 ３５３ １３５ ４８８



平成１４年度決算報告

収　支　計　算　書
(自平成14年4月1日　至平成15年3月31日)

(単位： 円)

科　　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備　　考

Ⅰ　収入の部

１．会費等収入 48,460,000  47,670,000  790,000  

入会金 500,000  560,000  △60,000  

会費 正会員 38,360,000  38,390,000  △30,000  

準会員 7,600,000  7,220,000  380,000  

賛助会員 2,000,000  1,500,000  500,000  

２．事業収入 7,250,000  8,265,000  △1,015,000  

研修会費 6,000,000  7,010,000  △1,010,000  申込者数の増加

講習会費 50,000  5,000  45,000  

懇親会費 1,200,000  1,250,000  △50,000  

３．雑収入 5,000  3,531,353  △3,526,353  

受取利息 5,000  4,813  187  

雑収入 3,526,540  △3,526,540  試験受験料、原稿料等

当期収入合計　　 (A) 55,715,000  59,466,353  △3,751,353  

前期繰越収支差額 18,459,952  18,459,952    

収入合計　　　　 (B) 74,174,952  77,926,305  △3,751,353  

Ⅱ　支出の部

１．事業費 40,700,000  40,068,878  631,122  

総会費 4,000,000  3,638,700  361,300  

研修会費 6,500,000  5,358,863  1,141,137  研修会経費の効率化等

講習会費 1,200,000  1,051,462  148,538  

広報・出版費 14,000,000  11,391,415  2,608,585  表彰制度の創設の見送り等

委員会等費 3,500,000  7,670,713  △4,170,713  試験関係費用等

調査研究費 6,500,000  4,956,938  1,543,062  海外研修費用の効率化等

寄付金支出 1,000,000  △1,000,000  大学院寄附講座

特別積立金支出 5,000,000  5,000,787  △787  

２．管理費 13,800,000  13,176,178  623,822  

事務所費 5,200,000  7,108,606  △1,908,606  事務所の改装等

給料手当 4,200,000  4,011,910  188,090  

福利厚生費 100,000  86,769  13,231  

通信運搬費 600,000  849,011  △249,011  

消耗品費 1,200,000  769,697  430,303  

賃借料雑費 2,500,000  350,185  2,149,815  事務管理システム更新の次年度への繰越等

３．予備費

保証金支出 800,000  800,000  

 

当期支出合計　　 (C) 55,300,000  53,245,056  2,054,944  

当期収支差額　　 (A)－(C) 415,000  6,221,297  △5,806,297  
次期繰越収支差額 (B)－(C) 18,874,952  24,681,249  △5,806,297  

８



貸　借　対　照　表
(平成15年3月31日現在)

(単位： 円)
科　　　　　目 金　　　　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金 0 

普通預金 25,110,911 

特別積立金（普通預金） 15,001,682 

　　流動資産計 40,112,593 

２　固定資産

保証金 1,841,058 

　　固定資産計 1,841,058 

資産合計 41,953,651 

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

預り金 20,712 

未払金 408,950 

　　流動負債計 429,662 

負債合計 429,662 

Ⅲ　正味財産の部

　　正味財産 41,523,989 

　　　負債及び正味財産合計 41,953,651 

（注）固定資産の減価償却は行っていない。

９



財　　産　　目　　録
(平成15年3月31日現在)

(単位： 円)
科　　　　　目 金　　　　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金 0 

普通預金 25,110,911 
　(みずほ銀行本店)

特別積立金 15,001,682 
　(みずほ銀行本店)

　　流動資産計 40,112,593 

２　固定資産

保証金 1,841,058 

　　固定資産計 1,841,058 

資産合計 41,953,651 

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

預り金 20,712 

未払金 408,950 

　　流動負債計 429,662 

負債合計 429,662 

　　正味財産 41,523,989 

１０



正　味　財　産　増　減　計　算　書
(自平成14年4月1日　至平成15年3月31日)

(単位： 円)
科　　　　　目 金　　　　　　額

Ⅰ　増加の部

当期収支差額 6,221,297 

特別積立金増加額 5,000,787 

保証金増加額

増加額合計 11,222,084 

Ⅱ　減少の部

　　資産減少額 0 

Ⅲ　当期正味財産増加額 11,222,084 

Ⅳ　前期繰越正味財産額 30,301,905 

Ⅴ　期末正味財産合計額 41,523,989 
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