
0

x

x

よりそって、よりしっかり、あしたの安心を。

確定拠出年金で

より豊かな老後生活を
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協会ミッション

中小企業で働く全ての人々の

年金問題を解決する
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公的制度に頼らず企業主体で個人の資産を準備できる企業型DC

日本では、⾧く続く少子高齢化の影響により、働く人たちの税金や社会保険料の負担が増え続け

ています。そんな増え続けた税金や社会保険料を払い続けたとしても、現在の公的年金制度や

社会保障制度だけでは、老後豊な生活をすることは困難です。

一般社団法人中小企業退職金制度支援協会は、このような背景をふまえ、老後資金問題を

解決するためのサポートをしております。老後資金の問題は、単純に個人の問題だけではなく、

企業が主体となる事でより解決しやすくすることができます。

本資料では、「会社」「経営者」「従業員」それぞれにとって大きな武器とする

ことができる企業型確定拠出年金について、ご案内いたします。
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企業型DCが必要とされる背景
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年収５００万円の社員の場合

１５０万円 年収の約３０%

社会保険料 料率

厚生年金保険料 18.300％

健康保険料
(介護保険料を含む)

*愛知県の協会けんぽの場合

11.71％

合計 30.010％

社会保険制度の現状①

社会保険は企業と本人の折半負担。社員の数だけ企業の負担は増えていく

年収500万円の社員の場合、社会保険料は約150万円となり、その半分ずつを企業と本人で負担しています。
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社 会 保 険 料 率 の 推 移

23%

社会保険制度の現状②

30%

社会保険料率は年々増え続け、法人・個人の負担は今後も増え続ける事が予測されています。
このことが、法人・個人のお金が残りにくい１つの原因となっています。
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個人で資産形成しにくい理由①税負担（所得税・住民税）
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2012年 384 630 724 1016 1270

2013年 381 627 720 1008 1251

2014年 380 625 719 1006 1248

2015年 379 624 717 1004 1245

2016年 378 623 716 998 1237

2017年 378 623 716 994 1232

2018年 378 623 716 980 1218

2019年 378 623 716 977 1216

2020年 378 623 713 971 1210

年収別 手取り額の推移（万円） 手 取 り 減 少 額 （ 2 0 1 2 年 比 ）

出所：NHK News Web/サクサク経済Q＆A/2017.12.18

現在、住民税を含めた最高税率は55％となっていますが、年々控除対象が変わるなどの制度改正が影響し、
税金の負担が増え、手取り額は減り続けています。
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個人で資産形成しにくい理由②税負担（金融所得課税の増税）

11月
自民党税制調査会の宮沢洋一会⾧が、金融所得課税の強化に
関して、与党税制改正大綱に今後の課題として明記する考え
を言及

11月 公明党税調の西田実仁会⾧が、金融所得課税の強化について
議論する旨を言及

12月

自民・公明両党が令和4年度税制改正大綱を決定
-「課税のあり方について検討する必要がある」と明記
-課税強化については２０２３年度改正以降の検討対象に
位置付け

金融所得課税の増税に関する2021年の動き

老後資産を運用によって形成していくというのは一般的になりつつありますが、非課税制度を活用していない
場合は、金融所得課税の増税により資産形成をする上では大きなダメージとなります。
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社会保障制度に頼れない理由①年金不足
年金は賦課方式です。現役世代より受給者が多くなるにつれて、もらえる額が減少していく事が考えられ
ます。「マクロ経済スライド」や「GPIFによる年金積立金の運用」もありますが、単純に人数だけで計算
すると、2050年にもらえる年金受給額は2/3になります。

1990年 現在 2050年(予測)

1人の高齢者に対して
5.1人の現役世代

1人の高齢者に対して
2.6人の現役世代

1人の高齢者に対して
1.3人の現役世代

出所：経済産業省 2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について
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負担は増え、将来もらえるものは減るという現状の中、

できるだけ現役世代においての現在の負担を減らし、

年金に頼らず有利に受け取れる仕組みが必要です。

その仕組みの中で最も効果的なものが

「企業型確定拠出年金」です。
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企業型DCについて
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通常の貯蓄・投資と比べて有利に老後の資金を確保
※掛金・運用益ともに60歳（拠出開始時期により異なる）までは引き出しできない

企業型DCの優遇措置
企業型DCは、積立た金額を60歳まで引き出せない事を条件に、3つの税制や社会保険料の優遇があります。
※開始時期により、引き出し可能な年齢が変わってきます。

掛金積立 運用 受給01 02 03

・所得税が非課税
・住民税が非課税
・社会保険料が対象外

・運用益非課税 ・一時金は退職所得控除扱い
・年金は公的年金控除の対象
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掛金

加入 運用（60歳まで） 受取り（60歳～）

一時金受取り

年金受取り

節税
社保削減

運用益は
全て非課税

受取時の
控除有り

在職中でも、受取時は拠出期間に応じて退職所得控除が適用されるため、
役員の退職金準備として高い効果があります。

企業型DCの税制優遇イメージ
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大企業の動向

出所：日本経済新聞2018年10月24日記事
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加入者・導入企業数の推移

近年では、中小企業での導入も加速し、導入企業数と加入者は右肩あがりで増え続けています。
公務員や個人事業の方が入れない事を考えると、実にサラリーマンの4人に１人が加入していることに
なります。

企業型年金実施事業所数の推移 企業型の加入者数の推移

39,081社
2021年3月末時点

750万人
2021年3月末時点
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個人型と企業型の違い
有利に資産形成ができる制度として、「つみたてNISA」「個人型確定拠出年金（iDeCo）」がありますが、
それと比較しても社会保険効果や、上限金額においてメリットが大きい事が分かります。

つみたてNISA iDeCo 企業型DC

対象 20歳以上の誰でも 国民年金加入者 制度が会社にある
厚生年金加入者

掛金の枠 月間：33,333円
年間：400,000円 月間：5,000円～23,000円 月間：3,000円～55,000円

期間 最大20年間 60歳まで 60歳まで

受取り いつでも 60歳～75歳 60歳～75歳

拠出時メリット なし 所得控除 所得税・住民税算定対象外
社会保険算定対象外

運用益非課税 非課税 非課税 非課税

受取時課税 なし 【一括】退職所得控除
【分割】公的年金控除

【一括】退職所得控除
【分割】公的年金控除

人数 396万人（2022年3月末） 240万人（2022年4月末） 782万人（2022年3月末）
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企業型DCの仕組み図①従業員
企業型DCの「選択制」を活用すれば、従業員の方は自らの給与内から掛金を選択する事ができ、
その掛金に対しては「社会保険」「所得税」「住民税」がかかりません。
※選択制の場合、制度を活用しないといった選択も可能です。

Aさん

生活費

貯金

30万円

給料

社会保険 所得税 住民税
23.6万円

60歳まで
出せない金庫

15％ 5％ 10％

「3,000円～55,000円」の範囲でそれぞれが自由に設定
※拠出した金額は、社保・所得税・住民税の計算から除外
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企業型DCの仕組み図②役員
役員の場合、報酬とは別で55,000円掛金を拠出する事が可能となり、福利厚生費として経費算入ができます。

Bさん

生活費

貯金

30万円

役員報酬

社会保険 所得税 住民税
23.6万円

60歳まで
出せない金庫

15％ 5％ 10％

55,000円
※拠出した金額は、社保・所得税・住民税の計算から除外
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企業型DCの概要
自身の給与内から拠出額を選べる「選択制」では、拠出額は給与とみなされず、税金だけでなく社会保険料
の減額効果もあります。
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選択制DCのイメージ
給与を原資にできる選択制は、企業側の追加手出しは発生しません。やりたい従業員だけが参加できるため、
従業員に受け入れられ易い制度となっています。
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運用について
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参照元：第１回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 2019年2月22日

企業年金・個人年金制度の現状等について

企業型DC加入者の利回り実態
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運用により期待できる効果①
預け先は約30種類の中から自分で選択する事ができ、運用による効果も期待できます。

商品構成（全33商品）
※2022年5月現在

国内株式３本
海外株式３本
内外株式５本

株式 11本
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運用により期待できる効果②
運用による効果は預け先により大きく異なりますが、⾧期的に見るとこのような複利の効果も期待でき、
より効率的に資産形成ができます。

毎月5.5万円を25年間積み立てた場合

（円）

（年）

0％
1,650万円

3％
2,445万円

6％
3,738万円

運用益は
非課税
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運用商品一覧①
2022年5月1日時点での、運用商品一覧です。
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運用商品一覧②
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導入について
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導入企業の条件

厚生年金適用事業所である事
1名以上の加入見込みがいる事

加入者の条件

70歳未満である事
厚生年金の被保険者である事

加入者条件
2022年5月より条件を満たせば70歳未満の方まで加入の対象となりました。
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老齢給付金 障害給付金 死亡一時金 脱退一時金

給付
5年以上の有期（最⾧20年）
(規約の規定により一時金の選択可能)

5年以上の有期（最⾧20年）
(規約の規定により一時金の選
択可能)

一時金 一時金

受給要件等

原則60歳到達した場合に受給することが
できる
(60歳時点で確定拠出年金への加入者期間
が10年に満たない場合は、支給開始年齢
を引き伸ばし)
＊8年以上 10年未満→61歳

6年以上 8年未満→62歳
4年以上 6年未満→63歳
2年以上 4年未満→64歳
1月以上 2年未満→65歳

60歳に到達する前に傷病に
よって一定以上の障害状態に
なった加入者が傷病になって
いる一定期間(1年6ヶ月)を経
過した場合に受給することが
できる

加入者が死亡し
たときにその遺
族が資産残高を
受給することが
できる

一定の要件を
満たした場合
に受給するこ
とができる

受取方について
老齢給付金として一時金で受け取る場合は、退職所得控除の対象となり、分割受け取りの場合は公的年金
控除の対象となります。
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導入効果シミュレーション①仮定内容
役員退職金準備に関する比較シミュレーションをご案内します。次頁で詳細について記載します。

個人で積立
（手取りから積立）

企業型DCで積立

VS

比較内容 シミュレーションの仮定

【役員】
年齢：40歳

役員報酬月額：1,000,000円
企業型DCの掛金：55,000円
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導入効果シミュレーション②比較内容
役員退職金準備に関する具体的な比較内容です。

役員報酬に上乗せ（A） 企業型DCで積立（B） 差額（C）＝BーA

年間の社会保険料① 1,479,528 1,402,248 -77,280

厚生年金保険料 713,700 713,700 0

健康保険料 765,828 688,548 -77,280

年間の税金② 2,285,400 2,090,200 -195,200

所得税 1,405,400 1,268,500 -136,900

住民税（所得割額） 880,000 821,700 -58,300

①+②（差額は軽減効果） 3,764,928 3,492,448 -272,480

現在の年齢から60歳までの軽減効果累計 -5,449,600

参考：現在の年齢から６０歳までの掛金積立累計 13,200,000

【役員】報酬100万円、掛金5.5万円の例
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導入効果シミュレーション③効果検証
個人で積立の場合に比べ、企業型DCで積立の方が様々な効果を期待できます。

運用効果も合わせれば、さらなるメリットが期待できる

✓役員報酬で受取る場合と比べ27万円以上の
税・社会保険料効果が期待できる

✓確定拠出年金で積立てれば税・社会保険料の
負担は現状と変わらない

✓年66万円を役員報酬に上乗せして
受取る場合は、税・社会保険料の
負担増！

企業型DCで積立の場合個人で積立の場合
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退職金5,000万円を支払う場合、通常内部留保からの支払いが必要となり、法人税を加味すれば、
7,500万円の利益を創出して、2,500万円の法人税を支払う必要がある。
企業型DCを活用すれば、同額の退職金を毎月損金計上しながら積立・運用する事で準備が可能となる。

導入効果シミュレーション③退職金5000万円の作り方

※1_法人税を33％で計算
※2_企業型DCの上限金額55,000円を25年間積立した場合
※3_25年間、年間8％の利回りで推移した場合

（S＆P500に1981年～2021年の40年間預けた場合の平均リターン）
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メリット デメリット

• 加入者個人が運用の方法を決めることがで
きる。

• 社員の自立意識が高まる。
• 経済・投資等への関心が高まる。
• 運用が好調であれば年金額が増える。
• 年金資産が加入者ごとに管理されるので、

各加入者が常に残高を把握できる。
• 一定の要件を満たせば、離転職に際して年

金資産の持ち運びが可能。
• 企業にとっては、掛金の追加負担が生じな

いので、将来の掛金負担の予測が容易。
• 社会保険料等の削減ができる。
• 拠出限度額の範囲で掛金が税控除される。
• 退職金だが法律上、差押禁止財産となる。

• 投資リスクを各加入者が負うことになる。
• 老後に受け取る年金額が事前に確定しない。
• 運用するために一定の知識が必要。
• 運用が不調であれば年金額が減る。
• 原則60歳までに途中引き出しができない。
• 管理コストがかかる。
• 年金、労災、傷病手当金等の社会保障の給
付金額が減る。

企業型DCのメリットとデメリットのまとめ
企業型DCを導入することにより、得られるメリットが大きいことが分かります。
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導入事例①ジオ・ナビオ株式会社

導入の背景

・社員に対する退職金の増額を考えていた
・社員が⾧く安心して働けるよう制度を導入したかった

導入時の課題

・やりたくない人はしなくてもいいとう制度なので、
特に導入時のハードルはなかった

社員の方の反応

・制度説明や投資教育を実施し、しっかり考えるとメリットが
大きいという事がわかり、制度開始時には不安の声はなかった

ジオ・ナビオ株式会社

本社所在地：福岡県

従業員数：11名～30名

確定拠出年金を導入した企業様に導入の背景や課題、社員の方の反応などを伺いました。



35

導入事例②株式会社キャップドゥ

導入の背景

・売上や利益に対する考え方や、お金がどういうものかを社員に
学んでもらうきっかけが欲しかった

導入時の課題

・制度に関して社員に前向きに考えてもらうにはどうしたら
いいか？が課題だった

社員の方の反応

・制度導入のタイミングで昇給したこともあり、不安の声は
なかった

・「まずはやってみよう！」という考えの人が多かった

株式会社キャップドゥ

本社所在地：熊本県

従業員数：11名～30名

確定拠出年金を導入した企業様に導入の背景や課題、社員の方の反応などを伺いました。
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「中退協」での支援
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法人概要

名 称 一般社団法人中小企業退職金制度支援協会

住 所 福岡県福岡市中央区谷２丁目１４－８

U R L https://dc-chutaikyo.com/

Ｍ Ａ Ｉ Ｌ info@dc-chutaikyo.com

代 表 理 事 竹下 裕志、花城 正也

設立目的

中小企業における確定拠出年金を中心とする退職金・年金制度の普及と金融教育を行い、
国民一人一人が公的年金だけに頼らず、老後、豊かな生活をおくるための資産形成と
金融知識の向上に寄与することを目的とします。
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なぜ、中小企業への広まりが遅いのか？

これまで企業型確定拠出年金の導入支援を行っていたのは大手金融機関でした。

大手金融機関では、採算の関係から30名以下の中小企業には

提案することなく、多くの中小企業は存在を知る機会すらありませんでした。

また、導入支援に関しては「税務」「労務」の知識に加え、「資産運用」の知識も

必要なため、中小企業最大のパートナーである士業の方からも支援が難しい状況でした。

弊協会では、１名から案内可能なプランにすることや、協会内に「税務」「労務」

「資産運用」の知識を有した人材を揃える事で、中小企業の皆様にも

より導入しやすい環境を作る事が可能となりました。



39

「中退協」での支援について
制度開始はもちろん、導入後も確定拠出年金を通して一生使えるお金の知識を習得する事をサポートします。

制度開始までに発生する実務支

援を行います。厚生局への申請

から、就業規則の見直しや労使

合意、掛金の登録や給与明細の

変更等、それぞれにおいてバッ

クアップいたします。

制度の理解と投資についての理

解を深めていただくため、従業

員の皆さま向けの制度説明・投

資教育を行います。基礎知識を

かみ砕いてご説明いたします。

入退社時の手続きはもちろん、

掛金変更なども情報をいただく

だけで全て行います。導入企業

に義務化されている投資教育も

サポートし継続的に投資に関す

る知識をお伝えします。

導入実務支援 制度説明・投資教育 継続投資教育



40

制度運営の関係図
当協会が導入サポートから導入後フォローまで、一貫して導入企業様のサポートいたします。

導入企業様
SBIベネフィットシステムズ

日本企業型
確定拠出年金センター

みずほ信託銀行

中小企業退職金制度
支援協会

導入サポート

申請

【運営管理機関】

【資産管理機関】

業務委託導入後フォロー

SBI証券

【商品提供機関】
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導入までのステップ
制度開始まで、伴走する形ですすめていくため、担当者の負担が最大限かからないようにご支援いたします。
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ＳＢＩ 協会

初期費用

導入サポート費用*1 20,000 円 （1事業所あたり）

導入一時金 130,000 円 （1事業所あたり）

口座開設手数料 3,000 円 （加入者1名あたり）

制度設計・導入支援費用*2 250,000 円～ （1事業所あたり）

経常費用
一般事業主手数料 月額 13,000 円 （1事業所あたり）

加入者基本手数料 月額 1,000 円 （加入者1名あたり）

収納代行手数料 月額 300 円 （1事業所あたり）

その他
移換手数料 4,000 円 （1名1回あたり）

還付手数料 1,000 円 （1名あたり）

*1…原則、申込月の末日までに指定口座へお振込み頂きます。 *2…申請書類・就業規則の整備、加入者登録の手引き等の費用となります。
（厚生年金加入者数により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。）

資産管理手数料 事業所全体の年金資産の月末平均残高（2月末及び8月末時点での過去6ヶ月間の平均）に応じて、資産管理機関の定める手数料が
かかります。プラン全体の資産が残高5億円未満の場合は料率（年率）0.1%、資産残高の増加で料率（年率）は逓減します。

資産管理手数料預託金 当プランに参加する企業の脱退、倒産等に備えて1年分の資産管理手数料相当額を預託金（無利息）としてお預かりします。
脱退時に精算し余りがあれば返金します。

導入費用
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よくある質問

従業員が退職した場合、
どうなりますか？Q

転職先に同様の制度があれば、そのまま移動する事が

可能です。転職先に制度がない場合や、自営業・公務

員・専業主婦（夫）になる場合は、個人型（iDeCo）

に移行するか拠出を停止するかを選択できます。

A

掛金の変更は
できますか？Q

制度開始時の規定に従い、変更可能です。A

積立てたお金が無くなる
ことはありますか？Q

運用がうまくいかなかった場合、年金額が減ってし

まう（元本割れ）可能性はあります。したがって、

運用に関する知識を身に付け、実践することがとて

も重要です。

A

会社が倒産した場合
どうなりますか？Q

年金資産は信託銀行等の資産管理機関が管理し、会

社の財産とは明確に分別されていますので、勤務先

の会社が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全

されます。

A
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✓より詳しく説明や設計をしてほしい

✓効果シミュレーションを実施したい

✓従業員説明会を実施したい

今後について
より詳しく聞きたい、他社と比較したい、効果シミュレーションを出して欲しいなどといった場合は、
下記よりご一報いただけますと、担当よりご連絡差し上げます。

info@dc-chutaikyo.com
お問い合わせ先

＼お気軽にお問い合わせください／




