決算等 の
お知らせ

は…

今号で

決算等のお知らせと、国から送られる「ねんきん
特別便」について特集しています。ねんきん特別便は、
国の年金加入記録を整備するために皆さんに送ら
れるものです。ご一読いただき、お役立てください。

日産連合企業年金基金
http: //www.n rk ik in .jp /

当基金の平成19年度決算は、去る

平成

決算のお知らせ

年度

7月24日に開催された第5回代議員
会において審議され、全会一致で可決・
承認されましたのでお知らせします。

平成19年度の収支状況

（平成19年4月1日〜平成20年3月31日）

収入 117億7000万円
掛金等収入
会社が支払った掛金等

支出 117億7000万円
給付費等
年金・一時金等を支給した額

2,249百万円

4,379百万円

運用損失

運用収益
年金資産運用による収益

27百万円

他制度からの受換金

2,676百万円

1,713百万円
他制度への移換金

3百万円
49百万円

運用報酬・業務委託費等
特別掛金収入現価増加額等

2,144百万円

信託銀行・生命保険会社等に支払った
運用手数料・業務委託費等

7,756百万円

2,544百万円

当年度不足金

数理債務等増加額
数理債務等が前年度より増加した額

平成19年度末の年金資産の積立状況
資産 416億2600万円
今後支払われる
予定の特別掛金※
を現時点に割り
戻した額
※標準掛金だけでは
まかなえない債務「過
去勤務債務」を償却
するための掛金

年金資産
信託資産
保険資産
預貯金等

（平成20年3月31日現在）

負債 416億2600万円

26,511百万円
21,701百万円
1,576百万円
3,234百万円

数理債務

特別掛金収入現価 12,571百万円
当年度不足金 2,544百万円

40,055百万円

支払備金等

219百万円

別途積立金

1,352百万円

将来の年金給付
のために現時点
で保有していな
ければならない
「責任準備金」
に過去勤務債務
を加えた額
19年度分給付費
で20年度以降に
支払われた額

※当年度不足金の処分後は、別途積立金を取り崩し、翌年度への繰越不足金が1,192百万円となる。

基金の業務概況
加入者数

（平成20年3月31日現在）

給付状況

男

11,655人

女

1,460人

計

13,115人

■老齢給付金
年

金 2,944件 964,774,852円

一時金

164 件 419,605,100 円 （2,558,568 円）

■脱退一時金

掛金収納状況
納付額

4,378,684,112円

納付率

100％

平均額
（327,709円）

平均額
637件 815,232,100円 （1,279,799円）

■遺族一時金
38件

※掛金は全額事業主（会社）が負担しています。

合 計
1

48,956,800円

2,248,568,852円

平成19年度の資産運用結果及び資産構成割合（預貯金等を除く）
平成19年度における当基金の資産運用時価ベース利回りは、サブプライムローン問題による株価の大幅な下落
の影響をうけ、△7.10％という結果となりました。
平成19年度の運用損失は1686百万円となりました。

資産構成割合

運用機関別資産割合

（平成20年3月31日現在）

（平成20年3月31日現在）

資産合計
232億7700万円

資産合計
232億7700万円

その他資産
1,611百万円
7％
一般勘定
1,576百万円
7％

生命保険会社
1,576百万円
7％

外国債券
4,681百万円
20％

全世界株式
（内外一体）
7,692百万円
33％

信託銀行
5,851百万円
25％
投資顧問会社
15,850百万円
68％

国内債券
7,717百万円
33％

安心できる
年金給付の
ために

で積立状況をチェック
みなさんの将来の年金給付を確かなものとするために、基金では毎年度、保有する資
産について「継続基準」と「非継続基準」という2つの基準で積立状況のチェックを行っ

ています。
「継続基準」による検証では、基金が今後も継続していくことを前提として年金給付に必要な積
立金が確保されているかどうかを検証し、
「非継続基準」による検証では、基金が当年度末時点で解散した
場合に年金給付に見合う積立金があるかどうかを検証します。
区 分
継続基準

非継続基準

当基金の積立水準
純資産額＋許容繰越不足金額

29,040,715千円

責任準備金

27,484,204千円

純資産額

26,292,295千円

最低積立基準額

35,629,567千円

基 準 値
＝

1.05

1.00以上

＝

0.73

0.90以上

●検証の結果、当基金は「継続基準」は基準値を上回っているため、掛金の額を再計算する必要はありません。
「非継続基準」は基準値を下回っておりますが、現行の回復計画で基準値をクリアする見込みのため、追
加拠出は必要ありません。

2

で国の
年金加入記録を確認できます
社会保険庁では、平成19年12月よ
り国の年金加入記録を知らせる「ねん
きん特別便」を送付しています。お手
元に届いたら、内容をよく確認して返
送するようにしましょう。

「ねんきん特別便」とは？
社会保険庁が、国民年金や厚生年金保険など

れます。
※基礎年金番号に統合されていない年金記録のこと。
「名寄せ」

公的年金の全被保険者と全年金受給者を対象に、

という手法による統合作業が行われています。

国が基礎年金番号で管理する年金の加入履歴を
通知するのが「ねんきん特別便」です。平成19

「ねんきん特別便」の送付用封筒（例）

年12月より、
「宙に浮いた年金記録」※が基礎年
金番号に結びつくと思われる方を対象に先行し

重

要

親

展

て送付されました。それ以外の年金受給者には
平成20年4〜5月頃、現役の被保険者には6月〜

回答する前に、よくわからないことがあれば、
必ず、社会保険事務所にお越しいただくか
「ねんきん特別便専用ダイヤル」に
お電話ください。

10月頃に届く予定です。
「ねんきん特別便」は、
「年金記録のお知らせ」
「年

TEL0570−058−555

「ねんきん特別便」です。
あなた様の年金加入記録をお届けいたします。
「もれ」や「間違い」があるかもしれません。
十分お確かめいただいた上で、
必ず、ご回答をお願いいたします。

金加入記録回答票」
「『年金記録のお知らせ』の

※全国の社会保険労務士会でも相談窓口（無料）
を開設しております。

社会保険庁
〒168-8505

社会保険業務センター

東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

見方」などが薄緑色の封筒に同封されて送付さ

「ねんきん特別便」を受け取ったら
記載された加入履歴に「もれ」や「間違い」が

に関わらず「年金加入記録回答票」で回答する

ないかどうか、内容をよく確認し、訂正の有無

必要があります。

すでに年金を受けている人の場合

被保険者の場合

年金記録の訂正のある場合、年金証書を添えて

年金記録の訂正のある場合、ない場合ともに「年

社会保険事務所で手続きを行う。訂正のない場合、

金加入記録回答票」で回答する

「年金加入記録回答票」を返送する

「ねんきん特別便」への問い合わせは
受付時間
「ねんきん特別便専用ダイヤル」
0570−058−555（携帯電話からもかかります）
※IP電話やPHSからは 03−6700−1144へ

●月〜金曜日→9時〜20時、第2土曜日→9時〜17時
●一般の年金相談は、
「ねんきんダイヤル」まで
0570−05−1165
3

「年金記録のお知らせ」の見方

確認してください
資格喪失日と資格取得日が一致して
いません。加入期間に1ヵ月の空白があ
ることとなります。なお、資格喪失日は
退職日の翌日を表しています。

220−0011
神奈川県西区高島町
2丁目6番32号

基金の記録は0でも問題ありません

日産 太郎 様

「（基金）」欄は、厚生年金基金に加入
していた期間を表しますが、過去に加

1234−567890

昭和24年 9月 23日

入していた基金が、代行返上している

平成20年 6月

場合、その期間は既に国に返上してい

4日

るので表示されません。
1

厚年

×××××株式会社

昭和 42. 4. 1

昭和 48. 5. 1

73

2

厚年

株式会社○○○○○

昭和 48. 5. 5

昭和 54. 5. 1

72

3

厚年

△△△株式会社

昭和 54. 6. 1

平成 2. 12. 1

138

4

厚年

日産○○販売株式会社

平成 2. 12. 1

例 日産連合厚生年金基金

日産コーエー厚生年金基金
日産プリンス東京販売厚生年金基金
日産プリンス大阪販売厚生年金基金

210

東京日産モーター厚生年金基金
日産自動車厚生年金基金

⑨欄の加入月数と加入期間が
違っている場合があります
0

0

0

0

0

0

0
0

既に厚生年金を受けていて60歳以降

493 493
（0） （0）

493

も働いている方は、違っていることが
あります。加入月数は特別便の作成年

0

493

月日まで、加入期間は現在受けている
年金の計算期間まで（60歳や65歳に
なった前月まで）などとなっています。
現在 60 歳を過ぎて働いている方は、
退職するか65歳あるいは70歳にな
ると、記載されている加入期間以降の
期間も含めて年金額が再計算されます。

ね ん き ん 特 別 便
被扶養配偶者（第3号被保険者）の
ねんきん特別便は届きますか？

ねんきん特別便のどの部分を確認したら
よいのですか？
（1）住所・氏名・生年月日、
（2）資格取得日（入社
年月日）、資格喪失日（退社年月日の翌日）、
（3）⑥
欄の資格喪失日と⑤欄の資格取得日が同じ日にちである
か、違っている場合、間違いがないかを確認してください。
日産連合厚生年金基金に加入していたのですが、
（基金）の欄が0になっています。
既に代行返上している厚生年金基金の加入期間は、
年金が国に返上されいてるので0と表示されます。

4

8月〜10月にかけて
届く予定です。
ねんきん特別便が
届いていないのですが？
ねんきん特別便は、現役加入者の方
には 10 月末までの間に届きます。
11月になっても届かない方、既に年金を受
給している方で届いていない方は、社会保険
庁にご連絡ください。

「ねんきん特別便」の流れ

問題がない場合
お名前、生年月日を記入し、
「もれがない」

社会保険庁より、
「ねんきん特別便」
（薄緑色）が
送付される。

に○をつけて返送します。

問題がある場合
『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』を確認し、
ご自身の記録に問題がないか確認してください。

年金記録の欠落が疑われます。お名前、
生年月日を記入し、
「もれがある」に○
をつけ、もれているお勤め先、所在地、

「年金加入記録回答票」に記入

「年金加入記録回答票」を
必ず提出してください

住所を記入し返送します。

ねんきん特別便に同封されている「年金加入記録回答票」は、年金記録に記載
されている情報に誤りがない場合でも、その旨記入し、必ず提出してください。

日産連合企業年金基金 加入事業所一覧表（40社）
事業所名

事業所名

平成20年4月1日現在

事業所名

譁日産クリエイティブサービス

ワールドトランスポート譁

日産部品東海販売譁

譁日産テクノ

日産ライトトラック譁

日産プリンス名古屋販売譁

譁オーテックジャパン

日産ビジネスサービス譁

愛知日産自動車譁

譁エステック

日産プリンス東京販売譁

日産部品旭川販売譁

譁日産フィナンシャルサービス

日産プリンス西東京販売譁

日産部品長野販売譁

日産トレーデイング譁

日産プリンス大阪販売譁

日産部品大阪販売譁

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル譁

日産フリート譁

日産部品山陽販売譁

日産専用船譁

譁日産ユーズドカーセンター

日産フォークリフト中部販売譁

日産ファイナンス譁

北見日産自動車譁

日産プリンス三重販売譁

譁クリエイティブボックス

日産プリンス広島販売譁

日産プリンス長崎販売譁

譁日産アーク

日産プリンス福岡販売譁

日産フォークリフト山陽販売譁

財団法人日産科学振興財団

エヌ・ピー・エフ・サービス譁

日産プリンス茨城販売譁

横浜マリノス譁

エヌ・ピー・エフ・オート譁

日産連合企業年金基金

日産プリンス大分販売譁

住所変更 のご連絡のお願い（退職者様対象）
既に加入事業所をご退職されている方（待期者）で、今回送付しました住所にご変更がある場合は、下記へ必
ずご連絡いただきたく、お願いいたします。
（含む氏名変更）これは当基金にてお預かりしております年金につ
きまして、支給開始年齢に到達されましたら、現在当基金に登録されていますご住所にご案内を送付するため
です。また、今後も住所変更された場合も同様にご連絡いただきますよう、重ねてお願い申しあげます。
尚、FAXでご連絡いただく場合は、別紙「転居先不明者に関する住所調査ご協力のお願い」の下段にありま
す＜転居先不明者連絡票兼待期者住所変更届＞をご使用ください。

日産連合企業年金基金
お問い合わせ先

〒220−0011 神奈川県横浜市西区高島2−6−32 日産横浜ビル
TEL 045−444−2381 FAX 045−444−2382
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