
三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

調査研究 調査レポート 2022年度「第4回人事・退職給付一体サーベイ（人的資本編）」の調査結果（詳細版） 菅谷 和宏

2023/05 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金ＡＬＭ分析～①概要と実施意義について～ 尾台 沙綾

人事制度 企業の情報開示 ステークホルダー視点での人的資本情報開示 豊島 吉宏

運用 サステナブル投資 マイクロプラスチック汚染　その原因・影響と投資家にとっての課題 MUFG ファースト・センティア
サステナブル投資研究所

コラム 時事のつぶやき 異次元緩和が企業年金に与えた影響 久野 正徳

企業年金全般 次期年金改革に向けて　その3 社会保障審議会 「第2 回年金財政における経済前提に関する専門委員会」の概要 菅谷 和宏

2023/04 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金財政と退職給付会計 中原 由紀子

人事制度 企業の情報開示 多様性に関する情報開示 阿久津 太

人事制度 これからの人事の考え方　その5 人事評価制度をマネジメントツールとして活用するには 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき 高齢化と人口減 久野 正徳

調査研究 調査レポート 2022年度「第4回人事・退職給付一体サーベイ（人的資本編）」の調査結果（概要） 菅谷 和宏

2023/03 基礎解説 誌上年金カレッジ 退職給付会計とは～企業会計・退職給付会計入門③～ 中原 由紀子

人事制度 企業の情報開示 人的資本・多様性に関する情報開示の動向 阿久津 太

人事制度 これからの人事の考え方　その4 企業変革に貢献する人事部門について 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき リスキリング・リカレント 久野 正徳

確定拠出年金（DC） DCインタビュー 株式会社中国新聞社/DC継続教育について 日下部 朋久

2023/02 会計 上場企業の退職給付の状況 2021年度の退職給付の積立状況 青木 詠三子

基礎解説 誌上年金カレッジ 退職給付会計とは～企業会計・退職給付会計入門②～ 中原 由紀子

人事制度 パーパス経営的人事考　その6 人的資本経営のためのプライバシー・バイ・デザイン　従業員のプライバシー尊重とエンゲージメント 若山 秋雄

コラム 時事のつぶやき 賃上げをどうみるか 久野 正徳

企業年金全般 次期年金改革に向けて　その2 社会保障審議会 「第1回年金財政における経済前提に関する専門委員会」及び「第20回企業年金・個人年金部会」の概要 菅谷 和宏

2023/01 人事制度 人事制度の見直し 定年延長の実施検討への第一歩～将来シミュレーションの活用～ 関口 翔太

人事制度 これからの人事の考え方　その3 企業タイプ別の報酬カーブ等について 堀田 達也

運用 年金運用マネジメント ブームの踊り場に来たESG投資② 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 書籍・記事のデジタル化 久野 正徳

公的年金 次期年金改革に向けて　その１ 社会保障審議会が再開～ 「第1回年金部会」及び「第19回企業年金・個人年金部会」の概要～ 菅谷 和宏

2022/12 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その26 DC拠出限度額改正（2024年12月）以降のDB・DCの設計 西部 浩之

人事制度 パーパス経営的人事考　その5 人的資本経営への「戸惑い」を脱する 若山 秋雄

運用 年金運用マネジメント ブームの踊り場に来たESG投資① 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 円安 久野 正徳

調査研究 調査レポート 「労働生産性の国際比較2021」からの考察 菅谷 和宏

2022/11 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 2021年度の財政決算の状況 青木 詠三子

基礎解説 誌上年金カレッジ 退職給付会計とは～企業会計・退職給付会計入門①～ 中原 由紀子

人事制度 これからの人事の考え方　その2 かつての常識の非常識化 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき サブスク 久野 正徳

調査研究 調査レポート 仕事・会社への充足感に関する調査結果について 菅谷 和宏

2022/10 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算の仕組みと検討ポイント～③財政再計算の見直しによる影響～ 中原 由紀子

運用 年金運用マネジメント 気候変動リスクの計測と管理 林 匡史

人事制度 パーパス経営的人事考　その4 企業からみた人的資本経営の意義　「20年越し」の価値観の転換 若山 秋雄

コラム 時事のつぶやき 人的資本の会計・開示 久野 正徳

調査研究 調査レポート 2022年賃上げ動向と賞与・退職金の支給方式について 菅谷 和宏

2022/09 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算の仕組みと検討ポイント～②財政再計算において見直しを検討する項目～ 中原 由紀子

運用 年金運用マネジメント TCFD開示の最新動向 岡本 卓万

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 1/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202209.pdf?20220901
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202210.pdf?20221003
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202211.pdf?20221101
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202212.pdf?20221201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202301.pdf?20230104
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202302.pdf?20230201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202303.pdf?20230301
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202304.pdf?20230403
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202305.pdf?20230501


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

人事制度 これからの人事の考え方　その1 人事パーソンのミッション等について 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき 放送と通信の融合がもたらしたもの 久野 正徳

海外年金 海外年金レポート 中国の新しい個人年金制度の創設について 菅谷 和宏

2022/08 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算の仕組みと検討ポイント～①財政再計算の概要～ 中原 由紀子

人事制度 企業の情報開示 人的資本の情報開示の動向 水野　碧

人事制度 企業の情報開示 人的資本経営とWellbeingの向上について
中込 信之
豊島 吉宏

コラム 時事のつぶやき 電力需給ひっ迫と通信障害 久野 正徳

調査研究 調査レポート 資産形成に関する学習機会の提供による従業員エンゲージメントの向上について 菅谷 和宏

2022/07 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と掛金～③掛金の種類、掛金の設定方法～ 西村 拓磨

会計 企業の情報開示 非財務情報開示の動向～ディスクロージャーワーキング・グループ報告～ 阿久津 太

人事制度 報酬制度　その2 個人別の等級仮格付け・報酬仮移行および本移行 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき 強制貯蓄とヒット商品 久野 正徳

調査研究 調査レポート 2021年度「人事・退職給付一体サーベイ（人事変革編）」に関する詳細分析結果について（その2） 菅谷 和宏

2022/06 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と掛金～②財政方式、計算基礎率、掛金の算定方法～ 湊 和彦

人事制度 パーパス経営的人事考　その3 人的資本経営の成否がかかる「従業員エンゲージメント」的確な定義・見える化の重要性と、今後への期待
 若山 秋雄

運用 年金運用の中期目標 中期市場見通しに基づく期待リターンとリスク 福田 泰彦

コラム 時事のつぶやき 人への投資 久野 正徳

調査研究 調査レポート 2021年度「人事・退職給付一体サーベイ（人事変革編）」に関する詳細分析結果
について（その１）
 菅谷 和宏

2022/05 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と掛金～①収支相等の原則、年金現価～ 相川 直也

人事制度 報酬制度　その1 報酬制度改定の考え方と移行ステップ 堀田 達也

運用 年金運用マネジメント 投資家の気候変動イニシアチブClimate Action 100+ 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 決算発表と予想数値のボラティリティ 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その25 DC拠出限度額の見直しに関する経過措置の取扱い 菅谷 和宏

2022/04 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方～③財政運営の安定化～ 中原 由紀子

人事制度 人材マネジメントと退職給付制度 退職給付制度の在り方について 遠田 健

人事制度 人材活用　その3 新入社員の受け入れ・育成～戦力化のためのポイント～ 豊島 吉宏

コラム 時事のつぶやき インフレ 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その24 DC拠出限度額の見直しに関する関係省令・通知等の公布 菅谷 和宏

2022/03 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方～②財政検証～ 中原 由紀子

人事制度 パーパス経営的人事考　その2 人生100年時代、「年齢差別」は許容されるか 若山 秋雄

運用 年金運用 プライベートアセット組入れにあたって 阿久津 太

コラム 時事のつぶやき モンティ・ホール問題 久野 正徳

調査研究 調査レポート 2021年度「人事・退職給付一体サーベイ（人事変革編）」の調査結果について 菅谷 和宏

2022/02 基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方～①財政決算～ 中原 由紀子

人事制度 パーパス経営的人事考　その1 女性活躍推進への「男性差別」批判をどう考えるか 若山 秋雄

運用 年金運用マネジメント リバランスの必要性と効用 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 人生の勝ち負け 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その23 DC拠出限度額の見直し・他制度掛金相当額の算定に関する政省令・通知等を受けた対応策について 小池 淳

2022/01 海外年金 海外年金の動向 世界の年金総合評価指数から見た日本の企業年金の可能性 菅谷 和宏

確定給付企業年金（DB） DB財政決算データ分析 新財政運営基準における財政状況 阿久津 太

人事制度 経営戦略実現に向けた体制づくり 人事部門の組織とCHROの役割等について 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき 老後生活の目標 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その22 DC加入資格改正と2019年部会報告書の振り返り 西部 浩之

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 2/25

https://www.int.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202201.pdf?20220104
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202202.pdf?20220201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202203.pdf?20220301
https://www.int.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202204.pdf?20220401
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202205.pdf?20220502
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202206.pdf?20220601
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202207.pdf?20220701
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202208.pdf?20220801
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202209.pdf?20220901
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発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

2021/12 基礎解説 誌上年金カレッジ 確定給付企業年金とは～③年金制度の見直し～ 中原 由紀子

人事制度 人材活用　その2 従業員エンゲージメント向上の考え方とポイント 豊島 吉宏

会計 退職給付会計 株式版退職給付信託 阿久津 太

コラム 時事のつぶやき 退職金・年金の資金準備 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その21 DC受給開始時期の選択肢拡大および加入可能年齢の引上げ等に関する関係省令・通知等の公布 菅谷 和宏

2021/11 会計 上場企業の退職給付の状況 2020年度の退職給付の積立状況 中原 由紀子

人事制度 人材活用　その１ ダイバーシティ&インクルージョンと人材マネジメント 豊島 吉宏

運用 年金運用マネジメント ＴＣＦＤによる気候関連財務情報開示（後編） 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 企業情報開示の見直し 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その20 DC拠出限度額の見直し・他制度掛金相当額の算定に関する政省令・通知等の公布・発出について 菅谷 和宏

2021/10 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 2020年度の財政決算の状況 青木 詠三子

人事制度 人的資本経営と企業人事　その2 人的資本マネジメントと人事部門が取り組むべきこと 豊島 吉宏

運用 年金運用マネジメント ＴＣＦＤによる気候関連財務情報開示（前編） 岡本 卓万

コラム 時事のつぶやき 都バスに乗って 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その19 iDeCo加入要件の緩和等に関する政省令・通知の公布 菅谷 和宏

2021/09 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の運営 剰余金の活用方法 小柳　陽平

基礎解説 誌上年金カレッジ 確定給付企業年金とは～②給付の算定方法等～ 中原 由紀子

人事制度 人的資本経営と企業人事　その1 人的資本の情報開示が求められる背景と概要 豊島 吉宏

コラム 時事のつぶやき オリンピックを観戦して思うこと 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その18 DCの加入可能年齢の拡大等に関する意見募集について 菅谷 和宏

2021/08 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の運営 リスク対応掛金の導入とその効果 日下部 朋久

企業年金全般 コーポレートガバナンス　その2 コーポレートガバナンス・コード/企業年金 阿久津 太

人事制度 ジョブ型雇用 ジョブ型時代のキャリア戦略 堀田 達也

コラム 時事のつぶやき 大谷選手が企業会計に与えた影響 久野 正徳

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その17 DC拠出限度額の見直しに関する意見募集について 菅谷 和宏

2021/07 基礎解説 誌上年金カレッジ 確定給付企業年金とは～①仕組みと給付設計～ 中原 由紀子

企業年金全般 コーポレートガバナンス　その1 コーポレートガバナンス・コード/政策保有株式 阿久津 太

人事制度 VUCA時代のリーダー育成　その2 経営リーダー育成 豊島 吉宏

コラム 時事のつぶやき 40年後に再会した曲 久野 正徳

運用 年金運用の中期目標 中期市場見通しに基づく期待リターンとリスク 林 匡史

2021/06 基礎解説 誌上年金カレッジ 企業年金制度の概要～③これからの企業年金制度～ 中原 由紀子

確定給付企業年金（DB） 年金制度のリスク管理 資本効率を踏まえた年金制度の運営 橋本　和真

人事制度 VUCA時代のリーダー育成　その1 求められるリーダー像とミドルマネジャー育成 豊島 吉宏

コラム 時事のつぶやき 注意と抑止力 久野 正徳

企業年金全般 企業年金に関する考察 DC拠出限度額と企業年金の望ましい給付水準 菅谷 和宏

2021/05 基礎解説 誌上年金カレッジ 企業年金制度の概要～②企業年金制度の特徴～ 中原 由紀子

人事制度 70 歳雇用時代の人事対応　その2 70歳雇用 に向けての高年齢者活用 堀田　達也

調査研究 従業員エンゲージメント　その2 従業員エンゲージメントと金融リテラシーの関係性 塩谷 健・藤原 理子

コラム 時事のつぶやき 社名は事業内容を表す？ 久野 正徳

海外年金 海外年金の動向 OECD諸国におけるDB・DCの潮流について 菅谷 和宏

2021/04 基礎解説 誌上年金カレッジ 企業年金制度の概要～①日本の年金制度～ 中原 由紀子

人事制度 70歳雇用時代の人事対応　その1 70歳までの雇用形態と人事制度 堀田　達也

運用 年金運用マネジメント 年金ポートフォリオのマネジャー・ストラクチャー 岡本 卓万

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 3/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202104.pdf?20211020
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202105.pdf?20211020
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202107.pdf?20211020
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コラム 時事のつぶやき When I’m 64～65 久野 正徳

調査研究 従業員エンゲージメント　その1 従業員エンゲージメントと人事・退職給付制度 菅谷 和宏

2021/03 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その16 改正DC法解説④  老齢給付金(法33条・34条) 西部 浩之

企業年金全般 退職給付制度について 退職給付の3つのキーワードと制度への提言 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第12回(最終回) ESG投資とのつきあい方 岡本 卓万

コラム アドリブ経済時評 飛躍的に進歩したシステム翻訳 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その14 第18回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2021/02 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その15 改正DC法解説③ 脱退一時金(法附則3条他) 西部 浩之

会計 退職給付会計導入20年を振り返る　その3 過去勤務費用と数理計算上の差異 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第1１回 ESGで変わるエンゲージメント 岡本 卓万

コラム アドリブ経済時評 幸せも考えよう 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その13 第17回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2021/01 確定給付企業年金（DB） リスク分担型企業年金 制度変更と給付減額判定 関口　智

会計 退職給付会計導入20年を振り返る　その2 巨額の数理計算上の差異（損失）の発生 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第10回 ESGインテグレーションにおける企業価値評価 岡本 卓万

コラム アドリブ経済時評 エビデンスのある健康法 岩井 千尋

企業年金全般 確定給付企業年金の財政状況 2019年度の財政決算の状況 中原 由紀子

2020/12 会計 退職給付会計導入20年を振り返る　その1 会計基準導入の影響とその対応 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第9回 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)について 岡本 卓万

運用 これからの企業行動 行き過ぎた株主最優先・利益重視経営方針の反省④ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 もはや必須科目になってきたSDGｓ 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その12 第15・16回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2020/11 会計 退職給付会計数値の見方　その3 キャッシュフロー計算書と退職給付信託 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第8回 気候変動問題とパリ協定 岡本 卓万

運用 これからの企業行動 行き過ぎた株主最優先・利益重視経営方針の反省③ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 世界一貧しい大統領の演説 岩井 千尋

会計 上場企業の退職給付の状況 2019年度の退職給付の積立状況 中原 由紀子

2020/10 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その11 第13・14回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

人事制度 Withコロナ時代の人事戦略 第2回：人材マネジメントのポイント 豊島 吉宏

会計 退職給付会計数値の見方　その2 貸借対照表への計上と税効果会計 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第7回 インベストメントチェーンとESG投資 岡本 卓万

運用 これからの企業行動 行き過ぎた株主最優先・利益重視経営方針の反省② 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 一寸の虫にも五分の魂？ 岩井 千尋

調査研究 お客様へのアンケート 新型コロナウイルス対応に関する調査結果からの考察 菅谷 和宏

2020/09 人事制度 Withコロナ時代の人事戦略 第1回：人材マネジメントの前提と方向性 豊島 吉宏

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その10 改正DC法解説② iDeCo加入者資格(法62条) 西部 浩之

会計 退職給付会計数値の見方　その１ 損益計算書と包括利益計算書の表示 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第6回 ESG投資のパフォーマンス 岡本 卓万

運用 ボーグルの「信認社会」 行き過ぎた株主最優先・利益重視経営方針の反省① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 コロナの効用？ 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その9 第11・12回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2020/08 人事制度 人事制度に関する解説 年次有給休暇について 久野 正徳

基礎解説 年金ALM分析の活用戦略 その3 年金ALM分析の応用 樋口 駿

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
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運用 ESG投資の潮流　第5回 ESG投資と受託者責任 岡本 卓万

海外年金 海外年金の動向 マレーシアの年金制度について 菅谷 和宏

コラム アドリブ経済時評 「事実と科学」のクオモ知事 岩井 千尋

企業年金全般 年金改正法 その1 年金改正法の成立・公布について 菅谷 和宏

2020/07 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その8 改正DC法解説① 企業型DC加入者資格（法9条） 西部 浩之

調査研究 お客様へのアンケート 2019年度　人事・退職給付一体サーベイの結果（続編） 三城圭太・加藤瑛里子

基礎解説 年金ALM分析の活用戦略 その2 総合分析とリスク評価 樋口 駿

会計 企業評価の観点から見た退職給付 その3 非財務的評価からみた退職給付 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第4回 責任投資原則（PRI） 岡本 卓万

運用 分散投資の再考 その14 マルチ・アセットマネジャ制と「過剰分散」③ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 危機の名言 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その7 特別法人税の凍結延長と年金課税の検討課題 西部 浩之

2020/06 基礎解説 年金ALM分析の活用戦略 その1 年金ALM分析とは 樋口 駿

会計 企業評価の観点から見た退職給付 その2 負債及び資産の変動リスク 久野 正徳

海外年金 海外年金の動向 インドネシア共和国の年金制度について 菅谷 和宏

運用 ESG投資の潮流　第3回 ESG投資の歴史 岡本 卓万

コラム アドリブ経済時評 自粛要請 岩井 千尋

調査研究 お客様へのアンケート 2019年度　人事・退職給付一体サーベイの調査結果 藤井 勝

2020/05 会計 企業評価の観点から見た退職給付 DBとDCのコスト比較 久野 正徳

運用 ESG投資の潮流　第2回 ESG投資の手法 岡本 卓万

海外年金 海外年金の動向 2019年米国私的年金改正法の施行について 菅谷 和宏

運用 分散投資の再考 その13 マルチ「運用者」制と「過剰分散」 ② 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 トイレはフタを閉めてから流そう 岩井 千尋

運用 ESG投資の潮流　第1回 ESG投資拡大とその背景 岡本 卓万

2020/04 人事制度 定年制度を考える 諸外国及び日本における定年制度 久野 正徳

海外年金 海外年金の動向 フィリピン共和国の年金制度について 菅谷 和宏

会計 退職給付会計の話題 IAS第1号「財務諸表の表示」の改正案 久野 正徳

運用 分散投資の再考　その12 マルチ「運用者」制と「過剰分散」 ① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 新型コロナウイルス、経済対策では弱者救済を 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その5 社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の整理 菅谷 和宏

2020/03 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その6 税制改正大綱におけるＤＣ関連改正案と影響② 西部 浩之

運用 新財政運営基準における積立・運用戦略　その3 積立・運用戦略策定の新発想 岡本 卓万

会計 退職給付会計の話題　その5 リスク対応掛金の会計上の取扱い　その2 久野 正徳

コラム アドリブ経済時評 「新型コロナウイルス肺炎」に思う 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革　その7 社会保障審議会年金部会における議論の整理について 菅谷 和宏

2020/02 企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その4 税制改正大綱におけるＤＣ関連改正案と影響① 西部 浩之

運用 新財政運営基準における積立・運用戦略　その2 マイナス金利環境継続と積立戦略の留意点 岡本 卓万

会計 退職給付会計の話題　その4 リスク対応掛金の会計上の取扱い　その1 久野 正徳

運用 分散投資の再考　その11 投資家「マネジド・ボラティリティ」 ② 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 債券投資は満期までもてばノーリスク？ 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その3 第9回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2020/01 会計 M&Aと退職給付制度 M&Aにおける退職給付デューデリジェンス 山内　浩平

運用 新財政運営基準における積立・運用戦略　その１ 新財政運営基準の意味 岡本 卓万
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会計 退職給付会計の話題　その3 IFRS任意適用企業の退職給付の状況 久野 正徳

運用 分散投資の再考 その10 投資家「マネジド・ボラティリティ」 ① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 脱炭素化のエース、太陽光 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革　その6 第10～14回社会保障審議会年金部会における公的年金制度改正の方向性について 菅谷 和宏

2019/12 調査研究 アンケートレポート 退職前後世代の老後生活に関する意識調査結果 正岡 利之

会計 退職給付会計の話題　その２ 退職給付信託の現状と課題　その２ 久野 正徳

運用 分散投資の再考　その9 政策資産配分ver.02のルール③ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 ローマ教皇の危機感 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その2 第8回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2019/11 確定給付企業年金（DB） 制度変更インタビュー その2 大日本塗料企業年金基金／リスク対応掛金の設定 田部井 信幸

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 2018年度の財政決算の状況 高木 研次

会計 退職給付会計の話題 退職給付信託の現状と課題 その１ 久野 正徳

運用 分散投資の再考 その8 政策資産配分ver.02のルール② 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 温暖化の対策には自然の価値計算も必要 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革　その5 第9回社会保障審議会年金部会「2019年公的年金財政検証結果」の公表について 菅谷 和宏

2019/10 会計 上場企業の退職給付の状況 2018年度の退職給付の積立状況 中原 由紀子

企業年金全般 マイナス金利と企業年金 マイナス金利が企業年金にもたらす影響について 久野 正徳

コラム アドリブ経済時評 温暖化対策で立ちあがる若者 岩井 千尋

海外年金 海外年金 日中社会保障協定の発効について 菅谷 和宏

2019/09 会計 海外主要企業の退職給付の現状 その2 制度のリスク削減と資産運用の状況 久野 正徳

運用 分散投資の再考　その7 政策資産配分ver.02のルール 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 諸悪の根源、人口問題 岩井 千尋

人事制度 データで見る年金 2018年「就労条件総合調査」結果の概要 久野 正徳

2019/08 会計 海外主要企業の退職給付の現状 その１ 退職給付債務と主要経営指標 久野 正徳

運用 分散投資の再考　その6 ＴＡＡと政策資産配分ver.02との違い 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 お盆に考える 岩井 千尋

人事制度 定年延長に関する調査結果 人事・退職給付一体サーベイ（シニア活用編）の分析結果 藤井　勝

2019/07 基礎解説 コーポレート・ガバナンスコードと企業年金 東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2019 久野 正徳

会計 会計基準の差異が与える影響 その4 費用の分解表示と自己資本への影響 久野 正徳

運用 分散投資の再考 その5 政策資産配分ver. 02 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 機械が（コンピューター連動の）目を持った 岩井 千尋

企業年金全般 企業年金・個人年金改革　その１ 社会保障審議会企業年金・個人年金部会の概要 菅谷 和宏

2019/06 運用 企業年金の資産運用の歴史 その4 低金利と債権の機能低下への対応（2007年以降） 岡本 卓万

会計 会計基準の差異が与える影響 その3 退職給付費用シュミレーションによる基準の差異検証 久野 正徳

コラム アドリブ経済時評 第4次産業革命は大量失業を生むのか 岩井 千尋

確定給付企業年金（DB） 制度変更インタビュー　その１ 富士通株式会社／リスク分担型企業年金の導入 中沢　文洋

2019/05 運用 企業年金の資産運用の歴史 その3 市場変動性の高まりへの対応（2000～2007年） 岡本 卓万

海外年金 海外年金の動向 オーストラリアの私的年金制度について 菅谷 和宏

会計 会計基準の差異が与える影響 その2 退職給付に関する主要基準の差異② 久野 正徳

運用 分散投資の再考 その4 ポートフォリオの構築への適用 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 ＭＭＴ（現代貨幣理論） 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革 その4 第7･8回 社会保障審議会年金部会の開催について 菅谷 和宏

2019/04 運用 企業年金の資産運用の歴史 その2 1980年代の運用拡大期から運用自由化（2000年頃）まで 岡本 卓万

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201904.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201905.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201906.pdf?20201201
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201910.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201911.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201912.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_202001.pdf?20211020
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会計 会計基準の差異が与える影響 その１ 退職給付に関する主要基準の差異① 久野 正徳

運用 分散投資の再考 その3 リターンの分布をどう捕まえるか 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 哲学書が売れている？ 岩井 千尋

運用 企業年金の資産運用の歴史 その1 企業年金の草創期（1962年）～1980年頃まで 岡本 卓万

2019/03 会計 株式版退職給付信託の再考 その2 株式版退職給付信託の見直しについて 久野 正徳

海外年金 海外年金の動向 タイの私的年金制度の現状について 菅谷 和宏

運用 分散投資の再考 その2 デファクトスタンダードとそれへの疑問 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 中国人民が信用管理システムで品行方正に？ 岩井 千尋

人事制度 働き方改革について その7 新たな外国人材の受入施策について 菅谷 和宏

2019/02 会計 株式版退職給付信託の再考 その1 コーポレートガバナンス・コード改訂と説明責任 久野 正徳

人事制度 企業再編と人事制度 その2 M&A・企業/組織再編における人事領域のリスク対応② 倉澤一成

運用 分散投資の再考 その1 分散投資は「次善の策」 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 なんとも便利、なんとも怖い 岩井 千尋

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の動向 リスク対応掛金の設定状況について 久野 正徳

2019/01 会計 退職給付に関する論点 その2 退職一時金制度に関する資金準備 ②非財務的観点 久野 正徳

人事制度 企業再編と人事制度 その1 M&A・企業/組織再編における人事領域のリスク対応 倉澤一成

コラム アドリブ経済時評 株価・経済・大統領･･･ 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革 その3 第5･6回 社会保障審議会年金部会の開催について 菅谷 和宏

2018/12 会計 退職給付に関する論点 その1 退職一時金制度に関する資金準備 ①財務的観点 久野 正徳

運用 投資のホライズン その18（最終回） 「長期投資家と長期投資」 年金組織のコミットメント 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 海を漂うプラスティックゴミの脅威 岩井 千尋

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 2017年度の財政決算の状況 久野 正徳

2018/11 会計 上場企業の退職給付の状況 その2 2017年度のＩＦＲＳ適用企業における退職給付の状況 久野 正徳

海外年金 海外年金の動向 海外の年金バイアウトの現状について 菅谷 和宏

運用 投資のホライズン その17 「長期投資家と長期投資」ＤＢ年金の運営主体の自己点検 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 免疫知りは3文の得！ 岩井 千尋

会計 上場企業の退職給付の状況 2017年度の退職給付の積立状況 橋本　千陽

2018/10 会計 退職給付信託の現状 2017年度の退職給付信託の設定状況 久野 正徳

公的年金 公的年金改革 その2 第3･4回 社会保障審議会年金部会の開催について 菅谷 和宏

調査研究 金融リテラシー１万人調査結果 その2 投資経験の有無からみる投資家層拡大のヒント 正岡　利之

運用 投資のホライズン その16 「長期投資家と長期投資」 DB年金の運営主体に求められる資質 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 温暖化・気候変動問題の解決はなぜ難しいか 岩井 千尋

調査研究 金融リテラシー１万人調査結果 その１ 資産形成のための投資を始めるまでの３つのハードル 正岡　利之

2018/09 人事制度 働き方改革「定年延長」 定年延長実施時の退職給付制度の検討課題 清遠　智史

会計 株式報酬制度の会計処理 その3 ストック・オプション以外の報酬制度の会計処理 久野 正徳

運用 投資のホライズン その15 「長期投資家と長期投資」投資先企業と運用会社との関係 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 スーパー・ボランティア 岩井 千尋

人事制度 働き方改革について その6 女性の活躍推進について 水野　碧

2018/08 人事制度 働き方改革「定年延長事例」 その3 定年延長を成功に導く人材マネジメント 小川　昌俊

会計 株式報酬制度の会計処理 その2 ストック・オプション条件変更の会計処理 久野 正徳

運用 投資のホライズン その14 「長期投資家と長期投資」 企業価値増大の十分条件 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 牙をむいた気候変動に、今こそ真の対策を！ 岩井 千尋

公的年金 公的年金財政検証 その１ 社会保障審議会「第5回年金財政における経済前提に関する専門委員会」の開催について 菅谷 和宏

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201809.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201810.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201811.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201812.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201813.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201901.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201902.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201903.pdf?20201201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201904.pdf?20201201
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2018/07 人事制度 働き方改革「同一労働同一賃金」 労働契約法第20条に関する最高裁判決と企業人事への影響 乾　靖志

企業年金全般 ポータビリティ拡充に関する取扱事務 その2 DBの途中脱退者に対する説明事項等について 坂野　恵

会計 株式報酬制度の会計処理 その1 ストック・オプション会計処理の概要 久野 正徳

運用 投資のホライズン その13 「長期投資家と長期投資」企業価値の増大 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 便利さの代償に気を付けよう 岩井 千尋

2018/06 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金 新財政運営基準を考える 阿久津　太

企業年金全般 DBのガバナンス強化等 第20回社会保障審議会年金部会の開催について 菅谷 和宏

2018/06 基礎解説 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス・コードの改訂と企業年金 久野 正徳

企業年金全般 ポータビリティ拡充に関する取扱事務 その1 DB脱退一時金相当額の移換対象者の拡大 坂野　恵

人事制度 働き方改革「定年延長事例」 その2 定年延長に関する人事制度改定プロセス 小川 昌俊

運用 投資のホライズン その12 「長期投資家と長期投資」経営者の視点 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 環境難民 岩井 千尋

公的年金 公的年金改革　その1 社会保障審議会年金部会の再開について 菅谷 和宏

2018/05 人事制度 特別寄稿 人生100年時代の働き方と老後の備え　①人生100年時代の会社の役割 北野 信太郎

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その13 米国の退職給付会計 ①純期間年金費用の表示の改善 久野 正徳

運用 投資のホライズン その11 「長期投資家と長期投資」 短期主義（Short-Termism） 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 日本の人口問題 岩井 千尋

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 財政決算状況（平成29年9月） 菊池　由梨奈

2018/04 確定給付企業年金（DB） リスク対応掛金「計算事例」 負債連動リスクを考慮した「特別算定方法」の活用 岡泉　佑奈

人事制度 働き方改革「定年延長事例」その1 定年延長の導入状況と検討プロセス 小川　昌俊

海外年金 海外年金 中国における新しい「企業年金弁法」の施行について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その12 米国の退職給付会計 ①日本基準との差異 久野 正徳

コラム アドリブ経済時評 「座りすぎ」の悪影響は喫煙並み、立ち働きのススメ 岩井 千尋

調査研究 調査研究 超高齢社会時代における我が国の高齢期所得保障の再構築～私的な備えを拡充するための3つの提言～（続き） 菅谷 和宏

2018/03 人事制度 働き方改革について その5 健康経営について 水野　碧

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その11 IFRSの退職給付会計　②日本基準との差異等（続き） 久野 正徳

運用 投資のホライズン その10 「長期投資家と長期投資」 ⑩運営主体の役割～ブラックロック社、ラリー・フィンク氏からの書簡～ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 株式市場は大丈夫か？ 岩井 千尋

調査研究 調査研究 超高齢社会時代における我が国の高齢期所得保障の再構築～私的な備えを拡充するための3つの提言～ 菅谷 和宏

2018/02 会計 退職給付会計 債券利回りマイナス下の割引率の取扱いについて 久野 正徳

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その10 IFRSの退職給付会計　①日本基準との差異等 久野 正徳

運用 投資のホライズン その9 「長期投資家と長期投資」 ⑨運営主体の役割（続き） 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 北京晴天！ 岩井 千尋

企業年金全般 税制改正 平成30年度税制改正大綱の公表について 菅谷 和宏

2018/01 会計 上場企業の退職給付の状況 ＩＦＲＳ適用企業の状況（2016年度） 久野 正徳

企業年金全般 ＤＢのガバナンス強化 ＤＢのガバナンス見直しに関する事務取扱いについて 坂野　恵

人事制度 働き方改革について その4 高齢者の就業促進について 水野　碧

運用 投資のホライズン その8 「長期投資家と長期投資」　⑧運営主体の役割（続き） 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 脱炭素革命の衝撃 岩井 千尋

企業年金全般 DBのガバナンス強化 DBのガバナンス見直しに関する省令等の公布について 菅谷 和宏

2017/12 人事制度 働き方改革について　その3 同一労働同一賃金の導入について 水野　碧

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
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　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 8/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201801.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201802.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201803.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201804.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201805.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201806.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201807.pdf?20191202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201808.pdf?20191202
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基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その9 国際会計基準「IFRS」とは 久野 正徳

運用 投資のホライズン　その7 「長期投資家と長期投資」⑦運営主体の役割 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 景気回復は、ほんものか？ 岩井 千尋

企業年金全般 リスク分担型企業年金 制度設計面での検討ポイントについて 今野　智規

2017/11 企業年金全般 DBのガバナンス強化 DBのガバナンス強化に関するパブリックコメントについて 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ「退職給付会計」その8 年金財政と退職給付会計の債務の違い 久野 正徳

運用 投資のホライズン　その6 「長期投資家と長期投資」⑥意思決定のプロセス 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 理念なき政治は社会的大罪！ 岩井 千尋

企業年金全般 確定給付企業年金の財政状況 2016年度の財政決算の状況 水野　碧

2017/10 会計 上場企業の退職給付の状況 2016年度の退職給付の積立状況 和田　誉英

人事制度 働き方改革について　その2 有期労働契約の無期労働契約への転換について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計」　その7 掛金を会計上の費用としない理由 久野 正徳

コラム アドリブ経済時評 人生100年時代、クイズ 岩井 千尋

人事制度 働き方改革について　その１ 「働き方改革実行計画」の背景と概要について 菅谷 和宏

2017/09 企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について　その10 海外におけるＤＣのデフォルトファンドについて 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ　「退職給付会計とは」　その6 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 久野 正徳

運用 投資のホライズン その5 「長期投資家と長期投資」　⑤意思決定の体制（続き） 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 過疎地にこそ外国人観光客増加の恩恵を 岩井 千尋

企業年金全般 ＤＢのガバナンス強化 第19回社会保障審議会企業年金部会の開催について 菅谷 和宏

2017/08 基礎解説 誌上年金カレッジ「退職給付会計とは」　その5 確定拠出年金および総合型企業年金等の会計処理 久野 正徳

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その14 新財政運営ルール下におけるリスク抑制型運用について 山内 浩平

運用 投資のホライズン その4 「長期投資家と長期投資」　④意志決定の体制 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 活躍を始めたＡＩ（人工知能） 岩井 千尋

企業年金全般 データで見る年金 平成29年3月期決算短信における退職給付会計数値の集計結果 久野 正徳

2017/07 企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について その9 第8回 ＤＣの運用に関する専門委員会について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ 「退職給付会計とは」 その4 貸借対照表への負債計上 久野 正徳

運用 投資のホライズン その3 「長期投資家と長期投資」　③リスクへの抵抗力 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 新技術「環境DNA」で漁業資源を守れ 岩井 千尋

企業年金全般 データで見る年金 民間の退職金・企業年金の実態調査（平成28年度） 奥宮 隆太

2017/06 企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について その8 第6・7回 ＤＣの運用に関する専門委員会について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ 「退職給付会計とは」 その3 退職給付費用の概念と算出方法 久野 正徳

基礎解説 年金ＡＬＭの解説 その13 目的別ポートフォリオの構築事例 林　辰幸

運用 投資のホライズン その2 長期投資家と長期投資 ②投資の信念 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 なりたい職業は、ユーチューバー（YouTuber）？ 岩井 千尋

企業年金全般 データで見る年金 平成28年就労条件総合調査より 久野 正徳

2017/05 企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について　その7 第４・５回 ＤＣの運用に関する専門委員会の開催について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ「退職給付会計とは」　その２ 退職給付債務の概念と算出方法 久野 正徳

運用 投資のホライズン その1 長期投資家と長期投資 ① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 何が一番怖いのか 岩井 千尋

企業年金全般 確定給付企業年金の財政状況 財政決算状況（平成28年9月） 奥宮 隆太

2017/04 企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について　その6 第2・3回 ＤＣの運用に関する専門委員会の開催について 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ「退職給付会計とは」　その1 退職給付会計の目的と基本的な考え方 久野 正徳

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その12 資産分析に関する最新動向「目的別ポートフォリオ」 銕（くろがね） 祐美

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 9/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201704.pdf?20181203
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

コラム アドリブ経済時評 働き方改革に加えるべきこと 岩井 千尋

企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について　その5 第１回 ＤＣの運用に関する専門委員会の開催について 菅谷 和宏

2017/03 企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その12　（最終回） 企業年金に残された課題と今後の方向性 久野 正徳

運用 資産／リスクの配分 その6 等金額ウエイトアプローチ　② 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 新生児に寄せて思うこと 岩井 千尋

企業年金全般 DBのガバナンス強化 運用の基本方針の作成・変更に関する政省令の改正施行 菅谷 和宏

2017/02 会計 退職給付会計に関する話題 マイナス金利下における割引率低下の影響とその対応策 久野 正徳

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その11 厚生年金基金の代行割れと健全化法の施行 小西 拓也

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その11 低金利下の負債分析とリスク対応掛金 山内 浩平

運用 資産／リスクの配分 その5 等金額ウエイトアプローチ　① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 アメリカ新大統領に望む 岩井 千尋

会計 退職給付会計に関する話題 リスク分担型企業年金の会計処理 久野 正徳

2017/01 企業年金全般 第18回社会保障審議会企業年金部会の議論の動向　その4 ＤＢのガバナンス強化について④ 菅谷 和宏

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その10 退職給付会計基準の改正について 久野 正徳

海外年金 アメリカの私的年金改革の変遷と動向　その4 ＩＲＡの仕組みと日本への示唆 菅谷 和宏

コラム アドリブ経済時評 新年にあたって 岩井 千尋

企業年金全般 第18回社会保障審議会企業年金部会の議論の動向　その3 ＤＢのガバナンス強化について③ 菅谷 和宏

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その9 確定拠出年金制度（ＤＣ）の創設 久野 正徳

2016/12 海外年金 アメリカの私的年金改革の変遷と動向　その3 個人退職勘定制度（ＩＲＡ）の概要とその変遷 菅谷 和宏

基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と年金掛金③　企業年金の掛金 奥宮 隆太

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その10 資産・総合分析②　リスク指標に基づくアセットミックス比較 林 辰幸

コラム アドリブ経済時評 トランプ氏当選の意味するもの 岩井 千尋

企業年金全般 第18回社会保障審議会企業年金部会の議論の動向　その2 ＤＢのガバナンス強化について② 菅谷 和宏

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その8 確定給付企業年金制度の創設 久野 正徳

2016/11 基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と年金掛金②　年金現価と掛金算定 奥宮 隆太

海外年金 アメリカの私的年金改革の変遷と動向　その2 アメリカ年金制度の歴史と企業年金の変遷 菅谷 和宏

運用 資産／リスクの配分 その4 「主流型」 vs. 「順応型」　④ 大輪 秋彦

海外年金 特別寄稿 海外企業年金積立状況（米国・英国）　2016年9月末 関根賢二

コラム アドリブ経済時評 君死にたもうこと勿（なか）れ 岩井 千尋

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 2015年度の財政決算の状況 橋本 千陽

会計 上場企業の退職給付の状況 2015年度の退職給付の積立状況 小西 拓也

2016/10 企業年金全般 ＤＣ等改正法の概要について　その4 個人型ＤＣの適用範囲拡大に伴う政令の公布 菅谷 和宏

企業年金全般 低金利下の企業年金 低金利環境下における年金財政の非継続基準への対応 日高 靖郎

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その7 持合株式を活用した退職給付信託 久野 正徳

基礎解説 誌上年金カレッジ 年金数理と年金掛金①　収支相当の原則と財政方式 奥宮 隆太

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その9 資産・総合分析①　政策アセットミックス候補の選定 銕（くろがね） 祐美

運用 資産／リスクの配分 その3 「主流型」 ＶＳ. 「順応型」　③ 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 台風の被害とＧＤＰ 岩井 千尋

企業年金全般 第18回社会保障審議会企業年金部会の議論の動向　その１ ＤＢのガバナンス強化について① 菅谷 和宏

企業年金全般 ＤＣ等改正法の概要について　その3 個人型ＤＣの適用範囲の拡大について 菅谷 和宏

2016/09 企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その6 退職給付会計の導入 久野 正徳

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算③　見直しによって生じる影響 菊池 由梨奈

海外年金 アメリカの私的年金改革の変遷と動向　その1 アメリカの私的年金の資産規模と公的年金制度の概要 菅谷 和宏

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 10/25
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

運用 資産／リスクの配分 その2 「主流型」 ＶＳ. 「順応型」　② 大輪 秋彦

海外年金 特別寄稿 「Brexit」が英国の企業年金に与える影響 北野信太郎

コラム アドリブ経済時評 もったいない！食品ロス 岩井 千尋

企業年金全般 第17回社会保障審議会企業年金部会の議論の動向 「リスク分担型企業年金」の制度概要 田尻 一臣

企業年金全般 ＤＣ等改正法の概要について　その2 7月1日施行のＤＢ法の改正概要について 菅谷 和宏

2016/08 海外年金 オランダの私的年金改革の変遷と動向　その4 オランダの集団型ＤＣ（Ｃollective ＤＣ）制度 菅谷 和宏

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その5 財政運営基準の改正 久野 正徳

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算②　財政再計算において見直しを検討するもの 菊池 由梨奈

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その8 現状分析②　年金負債・積立比率の将来予測 山内 浩平

運用 資産／リスクの配分 その1 「主流型」 ＶＳ. 「順応型」　① 大輪 秋彦

コラム アドリブ経済時評 情けは人の為ならず 岩井 千尋

企業年金全般 ＤＣ法等の改正の概要について　その１ ＤＣ法等改正の検討経緯と改正法の基本理念

会計 退職給付会計に関する話題 リスク分担型企業年金の会計上の取扱い

2016/07 海外年金 オランダの私的年金改革の変遷と動向　その3 オランダの職域年金と財政評価フレームワーク

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その4 規制緩和の時代②～運用規制の緩和

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政再計算①　財政再計算とは

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 初めてのインフラ投資

コラム アドリブ経済時評 イギリスのＥＵからの離脱

企業年金全般 社会保障審議会企業年金部会の議論の動向 「掛金拠出弾力化」の議論～第17回企業年金部会

2016/06 企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その3 規制緩和の時代①～投資顧問会社の参入

海外年金 オランダの私的年金改革の変遷と動向　その2 オランダの公的年金制度の歴史と概要

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方③　非継続基準の財政検証

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その7 現状分析①　年金資産の将来予測

コラム アドリブ経済時評 団塊の世代は幸福なのか

企業年金全般 マイナス金利と企業年金 マイナス金利下の年金制度運営

企業年金全般 低金利下の企業年金 低金利環境下におけるキャッシュバランスプランの給付水準低下への対応

2016/05 海外年金 オランダの私的年金改革の変遷と動向　その１ オランダの年金制度と社会保障政策の基本理念

企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その2 企業年金の誕生～厚生年金基金

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方②　継続基準の財政検証

運用 アクティブ運用とパッシブ運用 その8 アクティブ運用とトレーディング

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 マイナス金利を受け入れてみるとマイナスだった

コラム アドリブ経済時評 震災対応WEBマニュアルの作成を

海外年金 海外年金の動向 海外企業の退職給付にかかる情報開示事例

公的年金 公的年金見直しの動向 公的年金の改正法案　国会へ提出

2016/04 企業年金全般 企業年金の半世紀を振り返る　その１ 企業年金の誕生～適格退職年金

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 財政決算状況（平成27年9月）

基礎解説 誌上年金カレッジ 財政決算報告書の見方①

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その6 負債分析②　後発債務

運用 アクティブ運用とパッシブ運用 その7 アクティブ運用戦略について考える（4）

コラム アドリブ経済時評 短時間、集中労働

会計 世界の主要企業の退職給付の状況　その3 退職給付費用と資産運用の状況

2016/03 海外年金 イギリスの私的年金改革の変遷と動向　その4 イギリスの私的年金改革の動向について

運用 アクティブ運用とパッシブ運用　その6 アクティブ運用戦略について考える（3）

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 11/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201603.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201604.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201605.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201606.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201607.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201608.pdf?20171201


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その12 制度の終了・基金の解散

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 マイナス金利下での円債投資再考

コラム アドリブ経済時評 なんと、マイナス金利！

会計 世界の主要企業の退職給付の状況　その2 数理計算上の差異等が財政状態に与える影響

2016/02 海外年金 イギリスの私的年金改革の変遷と動向　その3 イギリスの職域年金と個人年金について

運用 アクティブ運用とパッシブ運用　その5 アクティブ運用戦略について考える（2）

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その11 雇用延長と退職給付制度の見直し

企業年金全般 データでみる年金 福利厚生費の最近の動向

コラム アドリブ経済時評 逆石油ショック

会計 世界の主要企業の退職給付の状況　その1 主要企業の退職給付の規模

海外年金 イギリスの私的年金改革の変遷と動向　その2 イギリスの公的年金の歴史と一層型年金制度への変革

2016/01 運用 アクティブ運用とパッシブ運用　その4 アクティブ運用戦略について考える（1）

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その10 グループ年金

基礎解説 年金ＡＬＭの解説　その5 負債分析①　成熟度

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 相場格言

コラム アドリブ経済時評 COP21、気候変動対策がやっと全員参加型に

企業年金全般 社会保障審議会企業年金部会の議論の動向 「ＤＢ掛金拠出弾力化」の活用効果について

2015/12 会計 退職給付会計に関する話題 ＩＡＳ19号の情報開示

海外年金 イギリスの私的年金改革の変遷と動向　その1 OECD諸国における私的年金の資産規模

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その9 CODAプランの導入

企業年金全般 データでみる年金 ポイント制退職金制度の実態調査

コラム アドリブ経済時評 4割を超えた非正規社員

企業年金全般 年金ガバナンスを考える ２つのガバナンス

2015/11 基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その8 給付減額

基礎解説 年金ＡＬＭの解説 その4 負債分析における前提条件の設定

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 為替リスクへの対処法

コラム アドリブ経済時評 サルパ？

企業年金全般 社会保障審議会企業年金部会の議論の動向 新しいDB制度案「掛金拠出弾力化」「新ハイブリッド型制度」

確定拠出年金（DC） 確定拠出年金の動向 確定拠出年金法改正案の内容と国会審議の状況

2015/10 会計 上場企業の退職給付の状況 2014年度の退職給付の積立状況

海外年金 海外年金制度の動向 米国DC制度における転職時の一時金の取扱い状況

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その7 企業再編時の制度見直し

運用 運用における”Skill”と”Luck” その3 運用とは、「運」 を 「用」 いることか? ③

コラム アドリブ経済時評 ＥＳＧ投資の残高2,500兆円

企業年金全般 平均寿命と企業年金の制度設計 平均寿命の伸長と企業年金への影響

海外年金 海外年金制度の動向 米国における年金選択率の状況

2015/09 運用 運用における”Skill”と”Luck” その2 運用とは、「運」 を 「用」 いることか? ②

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その6 キャッシュバランスプランの導入

基礎解説 年金ＡＬＭの解説 その3 資産分析における前提条件の設定

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 満腹感と剰余金活用戦略

コラム アドリブ経済時評 サルパ？

会計 上場企業の退職給付の状況 IFRS任意適用企業の退職給付関連数値収益

2015/08 確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の財政状況 平成26年度財政決算を終えて

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 12/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201510.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201511.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201512.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201513.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201601.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201602.pdf?20171201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201603.pdf?20171201


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その5 年金未移行部分の移行割合引上げ

会計 退職給付会計に関する話題 修正国際基準における退職給付の取扱い

コラム アドリブ経済時評 世界最小の洗濯機は省エネ、省資源

会計 退職給付会計に関する話題 期待運用収益率の設定について

2015/07 基礎解説 退職給付制度設計のポイント その4 確定拠出年金への移行②

運用 運用における”Skill”と”Luck” その1 運用とは、「運」 を 「用」 いることか? ①

基礎解説 年金ＡＬＭの解説 その2 ＡＬＭ分析の概要

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 金利上昇がやってきた?

コラム アドリブ経済時評 一刻も早く本格的な温暖化対策を

会計 2014年度の退職給付関連データ分析（速報） 退職給付に係る調整がプラス（利益）に

2015/06 企業年金全般 老後の所得を考える 年金が得か、一時金が得か

会計 これからの年金制度運営を考える　その3 IFRS任意適用企業の退職給付制度運営

基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その3 確定拠出年金への移行①

コラム アドリブ経済時評 ROEの一考察

会計 これからの年金制度運営を考える　その２ 2つの債務の調整

2015/05 基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その２ 年金給付形態の適正化

運用 アクティブ運用とパッシブ運用　その３ スマートベータ戦略について考える（2）

基礎解説 年金ALMの解説　その１ 政策アセットミックスの重要性について

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 目前に迫ったコーポレートガバナンス・コード導入

コラム アドリブ経済時評 コップの水が半分になったとき

会計 これからの年金制度運営を考える　その１ 企業のバランスシートと年金制度の積立状況

公的年金 公的年金、企業年金の制度見直し 働き方の多様化と年金制度の見直し

2015/04 基礎解説 退職給付制度設計のポイント　その１ ポイント制退職金の意義と制度設計

運用 アクティブ運用とパッシブ運用　その２ スマートベータ戦略について考える（１）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 マイナス金利における債券運用について

コラム アドリブ経済時評 真の観光立国目指して勢いをつけよう

会計 法人税率引下げと企業年金制度　その２ 退職給付信託の取扱いと税率引下げへの対応

2015/03 公的年金 統計に見る日本の社会保障　その２ 日本の社会保障の国際比較

企業年金全般 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その９） 企業年金の将来に向けて

運用 アクティブ運用とパッシブ運用 William F. Sharpeはどのように考えるか？

コラム アドリブ経済時評 イノベーションは情熱だ！

会計 法人税率引下げと企業年金制度　その１ 法人税率引下げと税効果会計

公的年金 統計に見る日本の社会保障　その１　 日本の社会保障の状況

2015/02 海外年金 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その８） 諸外国からの示唆（米国IRA）

その他 コーポレートガバナンスを巡る話題 政策保有株式の情報開示

基礎解説 年金基礎講座　（会計・税務編⑩） IAS19号

コラム アドリブ経済時評 金持ちがよりカネを持つ世界はいいのか？

公的年金 公的年金の動向 いわゆる「130万円の壁」問題

海外年金 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その７） 諸外国からの示唆（イギリス・カナダ）

2015/01 会計 退職給付会計の話題 IASBの退職後給付に関する調査プロジェクト

人事制度 高年齢者雇用安定法のその後 高年齢者の雇用状況

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 債券アンコンストレインド運用について

基礎解説 年金基礎講座　（制度・財政編⑩） 給付設計

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
　 その語句を含む箇所を網掛けで表示します。 13/25

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201501.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201502.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201503.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201505.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201506.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201507.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201508.pdf?20161201
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201509.pdf?20161201


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

コラム アドリブ経済時評 文化オリンピックのススメ

会計 退職給付会計の話題 総合型基金加入事業所の基金制度見直しに伴う会計処理

2014/12 企業年金全般 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その６） 社会保障審議会企業年金部会の議論と諸外国からの示唆

基礎解説 年金基礎講座　（会計・税務編⑨） 複数事業主制度における例外処理

運用 「運用報酬」について 運用委託費vs. 運用報酬

コラム アドリブ経済時評 日銀のバズーカ第二弾

会計 上場企業の退職給付の状況　その３ 2013年度の退職給付関連数値の分布状況

確定拠出年金（DC） 企業年金に関する論点整理　その４ DBとDC

2014/11 企業年金全般 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その５） 企業年金税制の課題

運用 多様化する年金債務 年金の債務構造から考える年金資産運用（３）

基礎解説 年金基礎講座　（制度・財政編⑨） 財政再計算

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 インフラ投資について

コラム アドリブ経済時評 日本の幸福度が歳とともに右肩下がりである理由

会計 上場企業の退職給付の状況　その２ 2013年度の退職給付債務関連数値の分布状況

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の現状 平成26年3月現在のDB制度の状況

2014/10 企業年金全般 企業年金に関する論点整理　その３ 退職一時金企業年金（社内引当と社外積立）

企業年金全般 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その４） 企業年金の実施状況と企業年金の課題

運用 多様化する年金債務 年金の債務構造から考える年金資産運用（２）

基礎解説 年金基礎講座　（会計・税務編⑧） 退職給付信託

コラム アドリブ経済時評 「イスラム国への空爆」に思う

会計 上場企業の退職給付の状況　その１ 2013年度の概況と退職給付債務計算方法変更の影響

人事制度 企業年金に関する論点整理　その２ 退職給付の重要性と効果（給与と後払い報酬）

2014/09 海外年金 海外年金制度の動向 企業年金改革議論と海外動向

確定拠出年金（DC） 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その３） 確定拠出年金の拠出限度額の考え方と企業年金の実施状況

運用 多様化する年金債務 年金の債務構造から考える年金資産運用

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 ＲＯＥと株式投資

基礎解説 年金基礎講座　（制度・財政編⑧） DB制度の財政検証における基準抵触時の対応

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１７）

コラム アドリブ経済時評 また、幸福学

人事制度 企業年金に関する論点整理　その１ 企業と退職給付

海外年金 海外年金制度の動向 英国年金改革の動向

2014/08 公的年金 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その２） 公的年金の給付水準の考え方と厚生年金基金の目標給付水準

会計 退職給付会計に関する話題 退職給付会計基準改正に伴う退職給付債務計算方法の選択結果

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編⑦） 制度終了時の会計

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１６）

コラム アドリブ経済時評 幸せになる方法！

公的年金 老後所得保障の観点から見た企業年金のあり方について（その１） 平成26年財政検証結果と社会保障費の増大

会計 退職給付会計と企業評価 退職給付とIR

2014/07 公的年金 公的年金制度の動向 財政検証結果の概要と公的年金の課題

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編⑦） ＤＢ制度における財政検証

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 企業価値評価としてのESG投資

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１５）

コラム アドリブ経済時評 戦後日本のイノベーション100選

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201407.pdf?20151202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201408.pdf?20151202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201409.pdf?20151202
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201411.pdf?20151202
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201412.pdf?20151202


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

会計 上場企業の退職給付の状況 速報 決算短信に見る退職給付会計基準改正の影響

確定給付企業年金（DB） 確定給付制度年金制度に関する話題 確定給付年金制度のコミュニケーション

2014/06 確定拠出年金（DC） DCを考える 想定運用収益率に拠らないDC制度設計

海外年金 海外年金制度の動向 EU年金指令改正の動向

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編⑥） 会計上の費用と税務上の損金（掛金）

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１４）

コラム アドリブ経済時評 お掃除ロボット

確定拠出年金（DC） DCを考える DCのパフォーマンス特性と想定収益率

人事制度 人事制度の動向 人事制度関連の実態調査結果

2014/05 基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編⑥） 加入年齢方式

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 物価連動国債投資の期待効果

人事制度 データでみる年金 役員退職慰労金の動向

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１３）

コラム アドリブ経済時評 春の心配事

会計 退職給付会計関連数値の長期分析（３） 退職給付費用の分析

海外年金 海外年金制度の動向 米国・401(k)プランの動向

2014/04 会計 退職給付会計に関する話題 改正退職給付会計基準でのDC移行時の会計処理

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の現状 平成25年9月現在のDB年金制度の状況

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編⑤) 未認識項目の即時認識

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１２）

コラム アドリブ経済時評 「里海」で海を蘇らせる

会計 退職給付会計に関する話題 改正退職給付会計の開示に関する留意点

海外年金 海外年金制度の動向 オバマ大統領の提案する新退職勘定制度“myRA”

2014/03 その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（６） 40歳代からのＰＬＰの必要性と今後のＰＬＰのあり方について

会計 退職給付会計関連数値の長期分析（２） 年金資産の残高推移

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編⑤） 財政方式

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 インフレヘッジとしての不動産投資

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１１）

コラム アドリブ経済時評 蔓延する若年層のスマホ依存症

公的年金 公的年金制度の動向 公的年金制度の平成26年財政検証

会計 退職給付関連会計数値の長期分析（１） 退職給付債務の残高推移

2014/02 海外年金 中国の年金制度の解説 中国の企業年金税制の改正

海外年金 海外年金制度の動向 OECDレポート「図表で見る世界の年金2013」の概要

その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（５） 年金ライフプランセミナーの意義の再認識

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編④) 数理計算上の差異とは

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（10）

コラム アドリブ経済時評 金融政策の狙い

その他 年金ガバナンス その役割と必要性について　（５）

人事制度 新たな役員報酬プラン 自社株式を活用した株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」

2014/01 公的年金 社会保障制度の動向 社会保障プログラム法案の成立

海外年金 海外年金制度の動向 イギリスにおけるハイブリッド制度

その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（４） サラリーマンの仕事・生活に対する満足度と生きがいについて

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 新株価指数「JPX日経インデックス４００」

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
● 「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと、画面上に検索バーが表示されます。検索バーに調べたい語句を入力し「Enter」を押すと、
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編④） 掛金の設定

人事制度 データでみる年金 平成25年就労条件総合調査

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（９）

コラム アドリブ経済時評 ユネスコの無形文化遺産となった和食

会計 上場企業の退職給付の状況 PBO規模別の退職給付の状況

その他 年金ガバナンス その役割と必要性について　（４）

2013/12 会計 退職給付会計の話題 IAS19号における従業員掛金の取扱い

海外年金 海外年金制度の動向 米国における年金バイアウト

その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（３） 個人年金の加入状況と高齢者の雇用概況

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編③） 退職給付費用とは

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（８）

コラム アドリブ経済時評 羊頭狗肉

その他 企業年金と税制 特別法人税の凍結期限切れを前に考えること

会計 上場企業の退職給付の状況 改正退職給付会計基準の早期適用企業に見る新基準の影響

2013/11 海外年金 海外年金制度の動向 マーサー社の年金インデックスと日本の年金制度

その他 年金ガバナンス その役割と必要性について　（３）

その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（２） 公的年金の給付実態と補完すべき生活資金

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金制度の現状 平成25年3月現在のＤＢ年金制度の状況

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 物価連動国債の発行再開について

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編③） 年金現価率

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（７）

コラム アドリブ経済時評 風速40メートル

その他 企業と年金基金の年金ライフプランセミナーについて（１） 今後の年金ライフプランのあり方を考える

その他 年金ガバナンス その役割と必要性について　（２）

2013/10 海外年金 海外年金制度の動向 フランス・南欧の年金制度改革について

会計 退職給付会計の話題 IASBの包括利益の表示に関する討議資料（２）

会計 上場企業の2012年度退職給付の状況（２） 注記事項における注目ポイント

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編②） 割引率とは

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（６）

コラム アドリブ経済時評 お・も・て・な・し

その他 お知らせ 「図解　退職給付会計はこう変わる！」発刊について

会計 上場企業の2012年度退職給付の状況（１） 積立比率は改善、費用は減少

2013/09 会計 即時認識時代の退職給付制度運営 年金財政、企業会計両面を睨んだ積立戦略

会計 退職給付会計の話題 IASBの包括利益の表示に関する討議資料（１）

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障制度改革国民会議の最終報告書

その他 年金ガバナンス その役割と必要性について　（１）

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編②） 現価と終価

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 米量的緩和縮小とエマージング債券市場

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（５）

コラム アドリブ経済時評 吾唯だ足るを知る

会計 2012年度退職給付の状況 割引率変更の有無による会計数値の差異と重要性基準

人事制度 退職給付制度の動向 退職金の水準と動向について

2013/08 海外年金 海外の年金制度 台湾の社会保障制度

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

基礎解説 年金基礎講座（会計・税務編①） 退職給付債務（ＰＢＯ）とは

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（４）

コラム アドリブ経済時評 都会の自然

DC DCの資産運用を考える DC運用でも資産分散、リバランスは有効

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障制度改革国民会議の公的年金議論

2013/07 会計 退職給付会計基準改正への対応　その２ 退職給付債務の割引率の設定方法見直しについて

基礎解説 年金基礎講座（制度・財政編①） 収支相等の原則と年金数理

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 債券商品の取引再開の動きについて

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（３）

コラム アドリブ経済時評 中国リスク

その他 企業年金連絡協議会の提言 企業年金制度における選択肢の拡大について（４）

会計 2012年度の退職給付の状況（速報） 米国会計基準の数理計算上の差異はマイナスに

2013/06 海外年金 海外年金制度の動向 米国DB制度の動向

会計 IFRSの退職給付会計の話題 割引率の設定方法に関するIAS19号改正の動向

会計 退職給付会計基準改正への対応 退職給付債務の期間帰属方法の検討

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（２）

コラム アドリブ経済時評 長期金利上昇は何を意味するか

その他 企業年金連絡協議会の提言 企業年金制度における選択肢の拡大について（３）

その他 積立てを考える　その３ 負債で調達した資金による積立て

2013/05 その他 老後の生活費等の動向 退職後のライフプランと年金

海外年金 海外年金制度の動向 イギリスの年金制度見直しの動向（４）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 金融緩和で動揺する債券市場

コラム ＣＳＲとサスティナビリティー 地球の定員オーバー問題（１）

コラム アドリブ経済時評 BOPビジネス

その他 企業年金連絡協議会の提言 企業年金制度における選択肢の拡大について（２）

その他 積立てを考える　その２ 積立てと投資は二者択一か

2013/04 人事制度 高年齢者雇用制度の動向 改正高年齢者雇用安定法への対応状況

海外年金 海外年金制度の動向 イギリスの年金制度見直しの動向（３）

会計 退職給付会計の話題 IASBの概念フレームワーク議論から

確定給付企業年金（DB） 確定給付企業年金の現状 平成24年9月現在のDB制度の状況

確定拠出年金（DC） データで見る年金 DC加入者数が2四半期連続で減少

コラム アドリブ経済時評 実体経済はついてきているか？

その他 企業年金連絡協議会の提言 企業年金制度における選択肢の拡大について（１）

その他 積立てを考える　その１ 社外積立てと社内引当て

2013/03 海外年金 海外年金制度の動向 海外の個人退職勘定制度

海外年金 海外年金制度の動向 イギリスの年金制度見直しの動向（２）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 エマージング債券投資について

人事制度 データで見る年金 中小企業の退職金事情

コラム アドリブ経済時評 「ニセコ国際スキー場」の賑わい

その他 企業年金のガバナンス　その２ ガバナンス活動の実践

2013/02 公的年金 公的年金制度の動向 被用者年金一元化と新しい公務員年金

海外年金 海外年金制度の動向 イギリスの年金制度見直しの動向（１）

その他 データで見る年金 退職金･年金費用と現金給与
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

コラム アドリブ経済時評 大胆な金融緩和

その他 企業年金のガバナンス　その１ 企業年金の実施目的と年金ガバナンス

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障・税一体改革関連（継続審議）法案成立について

2013/01 会計 退職給付会計の話題 IFRS採用日本企業の開示

基礎解説 やさしい年金数理（年金財政編） 標準掛金率と数理債務

基礎解説 やさしい年金数理（退職給付会計編） 期間定額、給付算定式による退職給付債務等の計算

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 J-REITのβヘッジは可能か？

人事制度 データで見る年金 平成24年就労条件総合調査

コラム アドリブ経済時評 生涯の悲願

確定拠出年金（DC） 確定拠出年金の話題 日本版CODAプランについて

海外年金 海外年金の動向 英国・職域年金自動加入制度の動向

2012/12 海外年金 海外年金の動向 英国における新たなハイブリッド制度の検討

運用 年金運用の“常識”を見直す 配当で将来のリターンは予測できる？

運用 年金運用の現場から 外国株式投資におけるグローバル化の進展

人事制度 データで見る年金 高年齢者の雇用状況

コラム アドリブ経済時評 リスクだらけの世界での資産運用

会計 上場企業の2011年度退職給付の状況　その３ 積立比率の階層別の分析

海外年金 海外年金の動向 年金バイアウトの動向

2012/11 会計 IFRSの退職給付会計に関する話題 キャッシュバランス制度の債務評価に関する議論

運用 企業年金資産運用の変遷 1990年代以降の年金資産運用の規制緩和について

会計 退職給付会計に係る話題 財務諸表等規則等の改正について

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 低収益率・高変動性の市場への対応

その他 データで見る年金 中小企業退職金共済及びその他の勤労者退職金共済の現況

コラム アドリブ経済時評 マネーにお任せ？

会計 上場企業の2011年度退職給付の状況　その２ 割引率、期待運用収益率と数理計算上の差異

確定給付企業年金（DB） 有識者会議に関連して 有識者会議の検討事項が確定給付企業年金に与える影響

2012/10 海外年金 海外年金の動向 東南アジアの年金制度について（フィリピン・インドネシア・マレーシア）

海外年金 海外年金の動向 FTSE100社の退職給付制度の財務にあたえる影響（2012）

運用 年金運用の“常識”を見直す リスク選好の季節変化の証拠と原因

その他 データで見る年金 中小企業退職金共済制度の現況

コラム アドリブ経済時評 自然の価値を金額で測る

会計 上場企業の2011年度退職給付の状況　その１ 積立比率、費用ともにほぼ横ばい

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障・税一体改革関連法案成立について

2012/09 会計 退職給付会計に関する話題 米国証券取引委員会事務局のIFRS採用に関する最終報告

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 主要国長期金利の低下と今後の債券投資

その他 データで見る年金 平成23年度の厚生年金収支決算

コラム アドリブ経済時評 疑わしきには警告を

会計 退職給付制度を考える  その３ ＣＢプランの退職給付債務

海外年金 海外年金の動向 ベルギーの年金制度について

2012/08 海外年金 海外年金の動向 欧州年金指令改正に向けた調査の開始

運用 年金運用の“常識”を見直す 株価は春に上がり、秋に下がる

その他 データで見る年金 平成23年度国民生活基礎調査より

コラム アドリブ経済時評 健常者より早く！
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三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

その他 退職給付制度を考える  その２ 年金の“債務”と“債務変動”への対応

海外年金 海外年金制度の動向 OECDレポートに見る世界の年金改革

2012/07 会計 退職給付会計に関する話題 日本基準の改正内容とその効果（３）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 逆利回り革命と株式高配当戦略

その他 データで見る年金 2011年度末の企業年金の状況

コラム アドリブ経済時評 上品？下品？

その他 退職給付制度を考える 退職給付制度の目的

海外年金 海外年金制度の動向 米国DB制度の状況

2012/06 会計 退職給付会計に関する話題 日本基準の改正内容とその効果（２）

運用 年金運用の“常識”を見直す 垂直分散から水平分散へ

人事制度 データで見る年金 雇用均等基本調査

コラム アドリブ経済時評 東京スカイツリーオープン

会計 退職給付会計と企業分析 即時認識による自己資本変動の影響

公的年金 公的年金制度の動向 年金機能強化法案の概要

2012/05 会計 退職給付会計に関する話題 日本基準の改正内容（１）

運用 年金運用の現場から アジア株式の投資魅力

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 為替ヘッジについて

人事制度 データで見る年金 人事院による民間企業の退職給付制度調査

コラム アドリブ経済時評 ラーメン屋なう

会計 退職給付会計と企業分析 退職給付会計導入後を振り返る

海外年金 社会保障協定の動向 社会保障協定の最近の動向について

2012/04 海外年金 海外年金制度の動向 IASBの会計基準開発の動向

運用 年金運用の“常識”を見直す 新しいリスク尺度

その他 データで見る年金 企業行動に関する統計調査

コラム 数字クイズ　その25 いわゆるデキ婚について

コラム アドリブ経済時評 ブータンのテレビを見て思ったこと

会計 退職給付信託の今後　その２ 会計基準変更で変わる点

人事制度 高年齢者雇用制度の動向 雇用延長の動向について

2012/03 海外年金 海外年金制度の動向 欧州年金指令改正の動向

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 米大統領選挙と株価動向

確定給付企業年金（DB） データで見る年金 平成23年9月現在の弊社総幹事DB制度の状況

コラム 数字クイズ　その24 国際化について（３）

コラム アドリブ経済時評 グローバルはローカルに味方する

会計 退職給付信託の今後　その１ 情報開示の充実と退職給付信託

海外年金 海外年金の動向 米国・401(k)プランの動向

2012/02 海外年金 海外年金の動向 英国コンサルティングアクチュアリー協会が実施した職域年金制度の動向調査

運用 年金運用の“常識”を見直す 政策アセット・ミックスのパフォーマンス決定力

その他 データで見る年金 付加価値、生産性等の推移

コラム 数字クイズ　その23 国際化について（２）

コラム アドリブ経済時評 強力、SNS！

確定拠出年金（DC） DCを考える　その７ DC制度のガバナンス

海外年金 海外年金制度の動向 インドの年金制度について

2012/01 会計 会計基準を巡る動向 米国におけるIFRS採用に関する検討状況
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201202.pdf


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 運用戦略分散化の加速

その他 データで見る年金 ROEの長期トレンド

コラム 数字クイズ　その22 国際化について（１）

コラム アドリブ経済時評 ネットの自己規制

確定拠出年金（DC） DCを考える　その６ 従業員にとってのDC移行メリット

確定拠出年金（DC） 確定拠出年金制度の動向 確定拠出年金法改正の概要と影響－DCマッチング拠出を中心に－

2011/12 海外年金 海外年金の動向 オランダの職域年金の年金額調整メカニズム

人事制度 雇用延長を考える  その２ 退職給付制度における雇用延長への対応について

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 中小企業の再生に向けたファンド投資の高まり

人事制度 データで見る年金 平成23年度就労条件総合調査

その他 数字クイズ　その21 ユーロ諸国の基礎統計

コラム アドリブ経済時評 悪循環を断ち切り腰痛を治そう

会計 退職給付と企業分析 リサイクリングに関する考察

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障改革に見る一元化、適用拡大と受給資格期間短縮

2011/11 会計 退職給付会計の動向 リスクシェア制度について

人事制度 雇用延長を考える  その１ 退職給付制度における雇用延長への対応について

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 経常収支から欧州債務危機を考える

その他 平成22年度の退職給付の状況　その３ 主要企業の長期トレンド

運用 データで見る年金 平成２２年度株式分布状況調査

コラム 数字クイズ　その20 世界と日本の魚介供給量

コラム アドリブ経済時評 鯖が消える？

会計 退職給付と企業分析 分解表示に関する考察

公的年金 公的年金制度の動向 デフレ経済下のマクロ経済スライド

2011/10 海外年金 海外年金の動向 FTSE100社の退職給付制度の財務にあたえる影響

その他 平成22年度の退職給付の状況　その２ 制度の状況及び財政状態、企業業績の平均像

確定拠出年金（DC） データで見る年金 確定拠出年金の実施状況

コラム 数字クイズ　その19 世界の環境問題「CO2排出量」

コラム アドリブ経済時評 勝ち続けることの難しさ

確定拠出年金（DC） DCを考える　その５ DBとDCにおける資産運用の損益分岐点

海外年金 海外年金制度の動向 海外公的年金の高所得者への対応

2011/09 会計 退職給付会計の話題 IASBの取り組むべき課題に関する意見募集

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 株式投資のリスクプレミアム

会計 平成22年度の退職給付の状況　その１ 東証1部上場企業の積立水準等

その他 データで見る年金 経済センサス－基礎調査

コラム 数字クイズ　その18 世界の食糧問題「飢餓」

コラム アドリブ経済時評 政策の流れは変わるのか

確定拠出年金（DC） DCを考える　その４ DCとDBの比率

公的年金 公的年金制度の動向 社会保障・税一体改革成案から見る年金改革

2011/08 会計 退職給付会計の話題 コンバージェンスとアドプション

基礎解説 やさしい年金数理　 掛金率の変動要因分析

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 最近関心の高まっている保険リンク商品

その他 データで見る年金 希望退職実施企業の調査より

コラム 数字クイズ　その17 食料自給率
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https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201201.pdf
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201112.pdf
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発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

コラム アドリブ経済時評 小細工はダメ

会計 はじめに 新IAS19号をどのように理解するか

2011/07 会計 - 新IAS19号の概要

会計 - 日本基準の今後の行方と注目点

会計 - 退職給付債務算出方法の見直しと影響（日本基準）

会計 - 情報開示について考える（新IAS19号と日本基準）

会計 - 新IAS19号にどう向き合うか

確定拠出年金（DC） DCを考える　その３ 想定収益率に関する新しい発想

海外年金 海外年金制度の動向 海外の年金支給開始年齢の動向について

2011/07 海外年金 海外年金制度の動向 米国IRAの資産配分状況（EBRIの調査レポートから）

基礎解説 やさしい年金数理　 利源分析（特別掛金収入見込差）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 ベンチマークについて

その他 データで見る年金 大学卒業者の就職状況・続編

コラム 数字クイズ　その16 ピーク電力使用量

コラム アドリブ経済時評 マシマシ

確定拠出年金（DC） DCを考える　その２ 日本版プロフィット・シェアリング・プランとCODAプラン

会計 退職給付と企業分析 退職給付費用の考察

2011/06 人事制度 高年齢者雇用制度の動向 雇用延長の動向について

基礎解説 やさしい年金数理　 利源分析（昇給差・脱退差・新規加入差）

人事制度 データで見る年金 国税庁データに基づく退職金給付金額

コラム 数字クイズ　その15 原発、エネルギー

コラム アドリブ経済時評 災害対策としての東京圏の分散化推進を

DC DCを考える　その１ DCの現況と新たな可能性

海外年金 中国の年金制度解説シリーズ２ 中国の企業年金の導入と税制

2011/05 海外年金 海外年金制度の動向 イギリスの公的年金制度見直しの動向（英国政府公表のGreen Paperの概要）

会計 退職給付会計の話題 日本基準の変更の影響（２）（退職給付の期間帰属方法の見直し）

基礎解説 やさしい年金数理　 財政検証（非継続基準）② 最低積立基準額の確保

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 東証 ＥＴＮ（指標連動証券）

人事制度 新たな従業員インセンティブ・プラン 自社株式を活用した株式報酬制度「株式付与ＥＳＯＰ信託」

その他 データで見る年金 従業員持株会状況調査結果について

コラム 数字クイズ　その14 家電の省エネ

コラム アドリブ経済時評 教訓を残そう

会計 IFRS時代の退職給付制度運営　その３ IFRS新基準のコストを見据えた運営

海外年金 中国の年金制度解説シリーズ１ 社会保障協定と中国の公的年金の適用

2011/04 会計 退職給付会計の話題 日本基準の変更の影響（１）（割引率の設定方法の変更）

基礎解説 やさしい年金数理　 財政検証（非継続基準）② 最低積立基準額の確保

確定拠出年金（DC） データで見る年金 DCの想定運用収益率

コラム 数字クイズ　その１3 日本の海岸線

コラム アドリブ経済時評 今こそ、明るいことにも目を向けよう

その他 老後の生活費について

会計 IFRS時代の退職給付制度運営　その２ 定性・定量評価とリスク・バジェッティング

2011/03 会計 退職給付会計の話題 IAS19号改正の検討状況（IASB理事会の状況）

基礎解説 やさしい年金数理　 財政検証（非継続基準）① 最低積立基準額

退職給付会計
臨時増刊号
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https://www.int.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201105.pdf
https://www.int.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201106.pdf
http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/kgkaiin/pdf/joho/mutb_201107_2.pdf
https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201107_2.pdf
https://www.int.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkinjoho/pdf/mutb_201107.pdf


三菱ＵＦＪ年金情報　掲載テーマ一覧

発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 日本国債格下げ

確定給付企業年金（DB） データで見る年金 弊社総幹事の確定給付企業年金実施企業の状況

コラム 数字クイズ　その１2 日本の住宅事情

コラム アドリブ経済時評 されど住宅

会計 IFRS時代の退職給付制度運営　その１ 新旧基準での数値の差異

会計 退職給付会計の話題 IAS19号改正の検討状況（IASB理事会の状況）

2011/02 基礎解説 やさしい年金数理　 財政検証（継続基準）②　許容繰越不足金

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 2011年のヘッジファンド業界を占う

その他 データで見る年金 「2009年度福利厚生費調査結果」より

コラム 数字クイズ　その１１ お金と幸せ

コラム アドリブ経済時評 お金と関係のない幸せ

会計 退職給付と企業分析 情報開示の充実で何が変わるか　その３

公的年金 公的年金制度の動向 公的年金改革の動向について

2011/01 会計 退職給付会計の話題 IAS19号改正の検討状況（IASB11月・12月理事会の状況）

基礎解説 やさしい年金数理　 財政検証（継続基準）①　責任準備金

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 資産構成比率と積立比率の変化が及ぼす影響について

その他 データで見る年金 就職難と企業規模による求人・求職のミスマッチ

コラム 数字クイズ　その１０ インフレ？、デフレ？

コラム アドリブ経済時評 便利さ・心地よさを考え直そう

会計 退職給付と企業分析 情報開示の充実で何が変わるか　その２

海外年金 海外年金制度の動向 英国・新年金制度（NEST）の動向

2010/12 会計 退職給付会計の話題 IAS19号改正の検討状況（IASB11月理事会の議論）

基礎解説 やさしい年金数理　 免除保険料率と最低責任準備金

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 回復しつつある東京都区部の住宅投資

人事制度 データで見る年金 就労条件総合調査結果より　有給休暇の取得状況

コラム 数字クイズ　その９ CO2排出問題

コラム アドリブ経済時評 そりゃあイカンぜよ

会計 退職給付と企業分析 情報開示の充実で何が変わるか　その1

海外年金 海外年金制度の動向 米国CBプランの動向

2010/11 会計 退職給付会計の話題 IAS19号改正の検討状況

基礎解説 やさしい年金数理　 予定利率と給付利率

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 国内株式市場の“多様性”

確定拠出年金（DC） データで見る年金 （確定拠出年金）企業型年金の運用実態について

コラム 数字クイズ　その８ ビッグマック指数と為替レート

コラム アドリブ経済時評 大型魚が危ない

会計 お知らせ 「図解  ひとめでわかるIFRSの退職給付会計」の出版について

会計 2009年度の退職給付関連数値（集計・分析結果）② 2009年度の積立状況

2010/10 その他 退職給付ガバナンス　その２ 年金基金と母体企業の関係

海外年金 海外年金制度の動向 フランスの年金制度について

会計 退職給付会計の話題 即時認識の影響　その２

基礎解説 やさしい年金数理　 過去勤務債務の償却について

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 熱狂、恐慌、崩壊、その後

その他 データでみる年金 株価と企業業績、設備投資
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発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

コラム 数字クイズ　その７ 長寿大国日本

コラム アドリブ経済時評 いい湯だな・・・

会計 2009年度の退職給付関連数値（集計・分析結果）① 2009年度の積立状況

その他 退職給付ガバナンス　その１ 退職給付ガバナンスが必要とされる背景

2010/09 海外年金 海外年金制度の動向 EUの年金に対する取り組みについて

会計 退職給付会計の話題 即時認識の影響　その１

基礎解説 やさしい年金数理　 開放基金方式による掛金設定方法

その他 データで見る年金 国債の利回り推移

コラム 数字クイズ　その６ ヒートアイランドTokyo

コラム アドリブ経済時評 「真夏の夜のジャズ」をもう一度

その他 TOPICS1 厚生年金基金の平成21年度（H22.3末）決算の積立状況等～全体版：速報～

その他 TOPICS2 任脱一括拠出金の取扱いについての「相談事例」発出（厚生年金）

その他 TOPICS3 平成21年度の厚生年金本体利回り（確定値）：7.54％

その他 TOPICS4 厚生年金基金の平成21年度（H22.3末）決算の積立状況等～全体版：確報～

確定拠出年金（DC） ＤＢとＤＣ 前払いと後払い

海外年金 海外年金制度の動向 米国DB制度の状況と年金救済法の成立について

2010/08 その他 OECDの年金財政運営に関するレポート 経済反循環的な財政運営の重要性

海外年金 やさしい年金数理　 加入年齢方式による掛金設定方法

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 フルヘッジポリシーを遵守しつつ円安メリットを享受する

人事制度 データでみる年金 総務省人事・恩給局による民間企業退職給付制度の調査結果

コラム 数字クイズ　その５ 日本の債務残高　－３－

コラム アドリブ経済時評 ええんちゃうの・・・

確定給付企業年金（DB） TOPICS1 確定給付企業年金の平成21年度（H22.3末)決算の積立状況等

その他 TOPICS2 厚生年金基金の平成21年度（H22.3末)決算の積立状況等～速報～

その他 TOPICS3 指定基金の判定、健全化計画についての行政確認事項（厚生年金、通知改正）

確定拠出年金（DC） ＤＢとＤＣ 制度の差異によるコスト構造の違い

その他 企業福祉の動向 健康保険組合の現状と課題について

2010/07 会計 IAS19号の見直しの公開草案について 開示の整理・充実について

基礎解説 やさしい年金数理　 資産の評価方法

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 ギリシャ問題を通じて思うこと

その他 データで見る年金 年金資産残高及び適年の他制度への移行

コラム 数字クイズ　その４ 日本の債務残高　－２－

コラム アドリブ経済時評 置いてきぼりにされた日本

確定給付企業年金（DB） TOPICS1 育児・介護休業法改正に伴う規約変更について②（確定給付企業年金・厚生年金基金）

会計 退職給付と企業分析 費用要素の新旧比較と付加価値再考

海外年金 海外年金制度の動向 米国の医療保険改革について

2010/06 会計 IAS19号の見直しの公開草案について 退職給付債務・制度資産の変動の即時認識と表示

基礎解説 やさしい年金数理　 給付現価と給与現価

コラム データでみる年金 行動種類別の生活時間

コラム 新連載：数字クイズ　その３ 日本の債務残高

コラム アドリブ経済時評 「もう」は未だなり、「未だ」はもうなり

確定給付企業年金（DB） TOPICS1 育児・介護休業法改正に伴う確定給付企業年金規約の変更について

確定給付企業年金（DB） TOPICS2 掛金猶予明けの取扱い等の照会事項の回答（厚生年金基金、確定給付企業年金）

● 「発行月」のPDFアイコンをクリックすると当該月発行の三菱ＵＦＪ年金情報へ自動的に移動します。
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発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

確定給付企業年金（DB） TOPICS3 確定給付企業年金簡易基準の見直しに係る意見募集開始（確定給付企業年金、省令改正）

会計 退職給付と企業分析 遅延認識、即時認識と株価指標

海外年金 海外年金制度の動向 米国の複数事業主制度について

2010/05 会計 退職給付会計に関する話題 日本基準見直しの公開草案について

基礎解説 やさしい年金数理　 財政方式とその種類

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 出口戦略と債券運用

公的年金 データで見る年金 「平成20年度　厚生年金保険・国民年金事業の概況」より

コラム 数字クイズ　その２ GDP（国内総生産）

コラム アドリブ経済時評 いつでも夢を・・・

確定給付企業年金（DB） TOPICS1 平成22年度の予定利率と死亡率の改正（厚生年金基金、確定給付企業年金）について

その他 TOPICS2 適格退職年金の下限予定利率の改定について

その他 TOPICS3 平成22年度の下限予定利率改正について（厚生年金基金）

その他 TOPICS4 コロガシ告示等の改正（厚生年金基金）

その他 TOPICS5 厚年本体21年度運用実績（推計値）

会計 退職給付と企業分析 期待運用収益率の問題

海外年金 海外年金制度の動向 米国オバマ政権による自動ＩＲＡ導入の動きについて

2010/04 会計 退職給付会計に関する話題 米国におけるIFRS採用に関する検討状況

基礎解説 やさしい年金数理　 計算基礎率　その４（予定昇給指数、予定新規加入者、予定選択一時金割合）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 プライベート・エクイティ運用の新たな流れ

コラム 新連載：数字クイズ　その１ 世界の人口

コラム アドリブ経済時評 エコな幸せ追求も！

その他 TOPICS1 業務経理への繰入れ特例等の通知改正（厚生年金基金）

確定拠出年金（DC） TOPICS2 確定拠出年金のデフォルトファンド設定・自動移換等に関する通知改正

その他 TOPICS3 基本プラスアルファ部分の移換現価率変更について（厚生年金基金）

確定給付企業年金（DB） TOPICS4 年金確保支援法案の国会提出（厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金）

会計 TOPICS5 退職給付に関する会計基準・適用指針の公開草案について

会計 退職給付と企業分析 退職給付費用の分解表示について

海外年金 海外年金制度の動向 英国でのコレクティブＤＣ検討について

2010/03 会計 退職給付会計に関する話題 退職給付会計見直しの現状

基礎解説 やさしい年金数理　 計算基礎率　その３（予定脱退率、予定死亡率）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 資産価値割安によるバリュー効果

人事制度 データで見る年金 退職金・年金の“コスト”

コラム アドリブ経済時評 困り果てた豚、それ以下の豚

確定給付企業年金（DB） TOPICS1 確定給付企業年金における財政弾力化の選択状況【ご参考】（全体版）

会計 退職給付と企業分析 退職給付会計見直しの方向性に関する考察

海外年金 海外年金制度の動向 カナダの年金制度について

2010/02 会計 退職給付会計に関する話題 IAS19号見直しの開示に関する議論

基礎解説 やさしい年金数理　 計算基礎率　その２（予定利率、再評価率、指標利率）

人事制度 データで見る年金 国税庁の民間給与実態調査

コラム アドリブ経済時評 犯罪が減っている？

その他 TOPICS1 平成22年の最低責任準備金のコロガシ利率について（厚生年金基金、告示改正）

その他 TOPICS2 過去期間代行給付現価の予定利率について（厚生年金基金、政令改正）

その他 TOPICS3 移換現価率等の変更に関する告示発出（厚生年金基金）
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発行月 テーマ分類 テーマ タイトル 執筆者

その他 TOPICS4 掛金分離等の財政運営基準等への反映（通知改正、厚生年金基金）

その他 厚生年金保険制度の変遷　③ スライド制の変遷

人事制度 支払い保証による受給権保護を考える　その２ 受給権保護に向けた多くの課題

2010/01 海外年金 海外年金制度の動向 英国ＤＢ年金とバイアウトの動向

会計 退職給付会計に関する話題 包括利益計算書の表示に関する議論

基礎解説 やさしい年金数理　 計算基礎率　その1（全般）

運用 年金運用の現場から　ファンドマネージャーの四方山話 ヘッジ付外国債券について

運用 データで見る年金 年金資産とその他有価証券の時価変動リスク

コラム アドリブ経済時評 吾唯だ足るを知る

確定拠出年金（DC） TOPICS1 デフォルトファンドの取扱い、自動移換への対応に係る通知改正の意見募集開始

確定給付企業年金（DB） TOPICS2 確定給付企業年金における財政弾力化の選択状況 【ご参考】

確定拠出年金（DC） TOPICS3 確定拠出年金マッチング拠出の導入等が税制改正大綱（政府税調）に明記
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