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平成 2８年度上半期従事者共済会事業執行状況報告 
 

 平成 2８年度第２回従事者共済会代議員会を 10 月

24 日（月）に開催し、平成２８年度執行状況（上半期）

について協議しました。 

 平成２８年９月現在で契約施設･団体は 2,396 か所、

加入者数は 52,755 人となり、前年度末から加入者数

は 1,776 人の増となっています。 

 また、事務説明会を 6 月に 2 回開催し、計約４00

名の申込がありました。主に共済会事務初任者向けに、

標準給与月額変更手続きを中心に説明しました。 

 共済会の運営については、右の表のとおりです。今後

も、安全かつ適切な資金運用につとめるとともに、共済

会業務システムの改修と管理体制の強化、事務の効率化

に努めます。 

 

代議員の補充選任について 

代議員の欠員補充による変更がありましたのでご報

告いたします。 

【保育部会】 

○小櫃 弘和 氏 （田無保育園） 

○小山 妙子 氏 （アゼリヤ保育園） 

 

従事者共済会 平成 27 年度財政決算（数理計算）結果について 
 

 従事者共済会第２７条では、３年ごとの財政計画再検討を定めており、専門機関による、いわゆる「数

理計算」を実施することとしています。今回の代議員会で、みずほ総合研究所より、平成 27 年度の財

政決算結果について下記のとおり報告がありました。 

①平成 15 年 10 月 1 日に制度変更を実施し、予定利率を従来の３％から１％に引き下げたことによ

り、運用面から不足金が発生する可能性は低くなっていた。 

②過去３年の運用実績は時価ベースで年率 1.69％であったため、予定利率を上回り、不足金を一部解

消できた。また、積立比率も改善している。 

③会員が毎年約 1,700 人増加する状況が続いているため、給付よりも掛金収入が多くなっており、財

政状況を改善させる余裕がある。 

④当面は現状の制度を維持し、不足金解消による財政状況の改善に努めることが肝要。ただし、平成

28 年１月の日銀によるマイナス金利導入に伴う債権利回りの動向によっては、予定利率の更なる引下

げ、給付水準の見直しが必要となる可能性があり、留意が必要。 

 
 

 従事者共済会ＮＥＷＳ 
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 加入者の皆さまに周知をお願いしたいことや、事務担当者の皆さまへのお知らせを含めた「従事者共済会 NEWS」を共済契約施設（団体）あ

てにファックス一斉送信で送付しています。なお、同一のファックス番号宛には１通のみ送信となります。 

 なお、本ＮＥＷＳの内容は、東社協ホームページ http://www.tcsw.tvac.or.jp/の｢従事者共済会｣のページにも掲載します。 
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【契約施設・団体数】 (単位：か所)

27年度末 28年9月 増減

2,344 2,396 52

【加入者数】 (単位：人)

27年度末 28年9月 増減

50,979 52,755 1,776

【平成28年9月現在の従事者共済会の状況】

◇ 新規加入者（9月受付分まで） 6,255人
◇ 退職者（9月受付分まで） 4,322人
◇ 掛金等収納額（9月実績）

◇ 退職給付金（9月実績）

◇ 貸付金（10月貸付分まで）
99件

◇ 共済会の運営
・ 代議員会･幹事会開催 2回
・ 資産運用委員会開催 3回
・ 共済会NEWS発行 2回

◇ 事務説明会等
・ 事務説明会の開催 2回

◇ 広報･加入促進等
・ 従事者共済会のあらまし 57,000部

◇ 福利厚生
・ 提携企業割引契約 60施設･団体

28年度(上半期)の主な執行状況

2,675,164,696円

3,266,451,940円

79,800,000円
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 この結果を受けて、代議員会では、「当面は現状の制度を維持し、不足金解消による財政状況の改善

に努める」ことが承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかの議決事項としては、新規契約締結・解除および代議員・幹事の改選に係る部会ごとの定数

の算定について諮られ、それぞれ承認されました。 

 

従事者共済会資産状況について 

【平成 2８年９月現在の時価】 
（単位：円）

乖離許容

51,369,973,808 51,179,606,885 -190,366,923

4,100,372,817 1,912,681,146 -2,187,691,671

2,500,000,000 3,500,000,000 1,000,000,000

自家運用
（債券）

国債・都債　※２ 31,560,225,711 32,868,395,191 1,308,169,480

三井住友信託銀行 2,535,710,208 2,557,827,840 22,117,632

三菱UFJ信託銀行 2,232,447,534 2,247,140,964 14,693,430

みずほ信託銀行 2,210,395,685 2,227,546,917 17,151,232

内株 1,818,587,395 1,785,970,620 3.47% 4% 3～5％ -32,616,775

外債 2,513,237,487 2,294,690,978 4.46% 5% 4～6％ -218,546,509

外株 1,898,996,971 1,785,353,229 3.47% 4% 3～5％ -113,643,742

257,060,393 255,278,274 0.50% 1% - -1,782,119

51,627,034,201 51,434,885,159 100.00% 100% -192,149,042

資金構成割合

国内債
76%

平成2８年9月末

71～
81％

貸付金

基本ポートフォリオ

ブラックロック
・ジャパン社

平成27年度末
（28年3月末）

退職共済金支払基金合計

預貯金　　※１

退職共済金運用資金（積立金）

定期預金

増減

10%

77.58%

10.52% -

委託運用
（4社）

 
※１ 委託運用各機関の短期資産保有額を含む 
※２ 「自家運用債券」（全て満期保有目的債券として取り扱う）の時価額について 

       平成 26 年度から新たな会計基準が適用され、従事者共済会の満期保有目的債券については「償却原価法（定
額法）により算定した価格」を「貸借対照表」に記載することとなったことから、上表の「自家運用（債券）」
の時価額は、従事者共済会の会計上の取り扱いと同様に「償却原価法（定額法）の価額」を記載している。 

       なお、「自家運用債券」の、期中における時価額（上表の９月末欄）は、「会計上の年度期首額（上表の３月
末欄）」に「その時点までの新規購入債券の購入価額」を加え「その時点までに償還した債券の『年度期首額』」
を減じた額とする。 

 
 

 

 

＜事務担当者の方へ＞ 

◇「標準給与月額変更決定通知書」の送付と内容確認について 

  平成 2８年度従事者共済会標準給与月額変更決定通知書を、契約番号ごとにまとめて、各契約番号

送付先施設に送付しています。重要な書類ですので、内容については必ずご確認ください。誤り等が

ある場合、大至急、従事者共済会事務局までご連絡ください。これに基づいて 10 月分から新たな掛

金で請求させていただいております。なお、この掛金額は平成 29 年 9 月請求分まで、「昇給」「身

分切替」「転出・転入」等が生じた場合でも変更されません。 

【 検 証 結 果 の 要 旨 】 

〈Ⅰ〉責任準備金 ＝ 改善すすむ 

年度 平成 24 年度末 平成 27 年度末 差 異 

責任準備金(時価) 46,120 百万円 52,652 百万円 6,532 百万円 

不足金 1,800 百万円 500 百万円 △1,300 百万円 

積立比率 96.1％ 99.1％ ＋ 3.0 ポイント 

〈Ⅱ〉掛 金 率 ＝ 適正な値である 

     決算から再計算した実績値＝標準給与月額の 45.45/1000（現行制度は 46/1000） 

〈Ⅲ〉運 用 実 績 ＝ 予定利率を上回り不足金の一部を解消 

     年率 1.65％（時価ベース）   (現行の予定利率は 1.0％) 

〈Ⅳ〉会 員 数 ＝ 毎年約 1,700 人増により、財政状況改善の余地あり 


