
コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 

結局どうなってるの？ 私の確定拠出年金 
これでスッキリ！ 記録管理機関別「お取引状況・残高のお知らせ」の読み方 

確定拠出年金加入者の皆さんには、毎年１回か２回、必ず確定拠出年金の残高状況を示すお知らせが届いている
はずです。4月から5月にかけては、どの運営管理機関でも必ず、このお知らせをお送りするタイミングになります。 
 

「残高のお知らせは、自分の確定拠出年金の運用状況がわかる重要な情報」であることはわかっていても、記載さ
れている言葉や数字の意味がいまひとつ理解できず、ちょっと眺めてそれっきりという方がほとんどではないでしょ
うか？ 
 

そこで本稿では、自分の確定拠出年金の状況を正しく把握できるように、この「取引状況・残高のお知らせ」の記載
内容をわかりやすく説明していきます。 
 

なお、より具体的に説明するために、代表的な記録管理機関（記録関連運営管理機関）である「日本インベスター・
ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社（JIS&T）」「日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社（NRK）」の２
社の報告書を取り上げ、それぞれ1ページずつ順を追って解説することにします。 

「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」の読み方 
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 

（JIS&T）の場合 

「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方 
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 

（NRK）の場合 

見覚えのある「お知らせ」を 
クリックしてください 

「お取引状況・残高のお知らせ」は原則として再発行してもらえないので、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

個人相談なら、ご自分がどの運営管理機関、どちらの記録管理機関
なのか不明の場合でもアドバイス可能です。お手元にある資料をご
用意のうえ、お問い合わせください。 
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NRK JIS&T 



NRKの「確定拠出年金・残高のお知らせ」は、巻末の20ページ分に「残高のお知らせ」の各項目の説明が記載されており、
ボリュームが多いのが特徴。 
 

確定拠出年金の運用状況を俯瞰する１ページ目には前回報告時の資産評価額が記載され、「資産評価額、拠出累計
の推移」もグラフ化されているなど、前回から今回への変化がわかりやすくまとめられています。 
 

また、２ページ目には資産残高状況の参考グラフをもとに、全体の推移がわかるようになっています。ただし、この「グラ
フ」はあくまでも参考イメージであり、実際の運用状況が仮にどんなに大きく値動きしても、グラフそのものの傾きや曲線
は変わりません。 
 
運用商品別の円グラフは３ページ目の冒頭に掲載されています。3ページ目以降の記載内容は、各個人の運用商品や
お取引状況などによって、それぞれ内容が異なります。 

現在の資産評価額 

前回報告時の資産評価額 

資産残高状況の参考グラフ 

この「～残高のお知らせ」の 
用語等についての説明 

運用商品別の円グラフ 

今回と前回に分けて、資産
評価額、拠出累計の推移を
グラフ化 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

ご自分の「お取引状況のお知らせ」を元に、具体的な運用状況から
商品選択のアドバイスまで、ていねいにご説明いたします。疑問が
あったら、お気軽にお申し込みください。 
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1ページ目 2ページ目 3ページ目以降～ 

１ 「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方（ＮＲＫ） 
全体の構成 

コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 



※インターネットのWebサイトを利用するには、加入者番号とは別の
「ユーザーID」とパスワードが必要です。これらは、「ユーザーIDのお
知らせ」あるいは「加入登録のお知らせ」に記載されています。 
 
※ユーザーIDやパスワードが不明の場合には、再発行してもらうこ

とができます。再発行の手続きは、コールセンターにご連絡いただく
か、企業の担当者にご連絡ください。 

加入者番号 

加入者を識別するための番号。コールセンターを利用する場合な
どに、本人認証として使用します。ただし、インターネットのWebサ
イトにアクセスする際に必要な「ユーザーID」とは違います。 

「資産評価額、拠出金累計の推移 

今回報告と前回報告に分けて、それぞれ資産
評価額、拠出累計の推移をグラフ化したもの。 

資産評価額  

作成基準日時点で、時価に換算された評
価額。「最新の評価額」は、Webサイトで確
認することができます。 
評価損益 

現在の時価評価額からこれまで拠出した
累計額を引いた、作成基準日時点での損
益。プラスの場合は運用利益、マイナスの
場合は運用損失を表します。 
個人別管理資産額 

資産評価額から解約控除等を控除した金
額。あくまでも作成基準日時点ですべて解
約・現金化したと仮定した場合の金額です。 
前回ご報告 

前回の「～残高のお知らせ」に記載のあっ
た内容。今回の報告内容と比較することで、
運用の推移が確認できます。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

商品選択に迷ったら、個人相談にお申込みを。自社の商品ライン
アップの中から、あなたの方針や運用目標にぴったりの資産配分に
ついて、わかりやすくアドバイスいたします。 

Presented by Prudent Japan Corp.                             http://www.prudent.co.jp 

２ 「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方（ＮＲＫ） 
1ページ目：前回報告と比較しながら、運用資産の推移を俯瞰できる構成に 

コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 



1ページ目および2ページ目のグラフに

記載されている各種金額について、わ
かりやすく説明されています。 

毎月の拠出金の累計と作成基準日時
点の資産評価額、そして評価損益の
関係がわかりやすく図示されています。 
 

また、拠出金累計の内訳や解約控除
額も明示され、全体の推移がわかるよ
うになっています。 

この「グラフ」はあくまでも参考イメージであり、実際の運用状況が仮に
どんなに大きく値動きしても、グラフそのものの傾きや曲線は変わりま
せん。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

60歳時点での運用目標を立てていますか？ 来たるべき将来の資
産形成に向けて、ライフプランの視点から、よりよい確定拠出年金
の活用法についてアドバイスいたします。 
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３ 「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方（ＮＲＫ） 
2ページ目：資産残高状況を理解しやすく図示したイメージ図を掲載 

コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 



資産評価額および 
個人別管理資産額 合計 

各運用商品別の資産評価額等の明細。
今回基準日、前回基準日の順にそれぞ
れの詳細が掲載されています。合わせ
て、各商品ごとのこれまでの取得価額
の累計と評価額から、現時点での損益
も記載。これを見れば、どの運用商品が
利益を生んでいるのかがわかります。 

資産評価額における 
運用商品の保有率 

今回基準日時点での年金
資産がどのような運用商品
（資産評価額ベース）に割
り当てられているかの比率。
ただし、比率の多い上位７
商品のみとなっており、そ
れ以外は「その他」として合
算記載されています。 

なお、資産評価額は解約
控除等の適用前の金額の
ため、他の運用商品に預け
替えを行った場合には、資
産評価額を下回る場合が
あります。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

「いま、どの商品に利益が出て、どの商品が非効率なのか？」個別
商品の損益情報やより効果的な運用商品の選択方法など、より具体
的にわかりやすくご説明いたします。 
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４ 「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方（ＮＲＫ） 
3ページ目以降：冒頭に、運用商品の配分状況を示す円グラフを掲載 

コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 



拠出金履歴 

「資産評価額における運用商品の保有
率」（円グラフ）、「資産評価額および個人
別管理資産額 合計」に続いて、次に「拠
出金履歴」の項目があります。 

毎月拠出している拠出金が、月ごとにい
くら拠出されているのかがわかります。 

お申込 
は 

ここから 

経験豊富なFPがあなたの疑問や不安に答える 

DCなんでも個人相談 

「いま、どの商品に利益が出て、どの商品が非効率なのか？」個別
商品の損益情報やより効果的な運用商品の選択方法など、より具体
的にわかりやすくご説明いたします。 
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日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

５ 「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方（ＮＲＫ） 
3ページ目以降：冒頭に、運用商品の配分状況を示す円グラフを掲載（続き） 

コラム：確定拠出年金の「困った！」を解決する（１） 



さらに確定拠出年金を活用するために 

Webサイトの操作方法から自分に合った配分見直し、運用目標の設定まで 

DCなんでも個人相談サービスのご案内 

「お取引状況・残高のお知らせ」に盛り込まれている情報は膨大で奥の深い内容です。読み方の記事を参考に大
づかみに状況を理解されても「これからどうしていけばいいのか」「これからの経済状況から、預け替え・スイッチン
グしたほうがいいのだろうか？」等々、知れば知るほど疑問が湧いてくるのではないでしょうか？ 
 

プルーデント・ジャパンでは、これらの確定拠出年金にまつわる疑問や不安を解決する「個別相談サービス」を実
施しております。 
 
プルーデント・ジャパンは、2000年の確定拠出年金制度導入以来12年間、銀行や生命保険会社などの複数の大

手運営管理機関から依頼を受け、確定拠出年金導入企業に対して、制度導入教育や継続教育を実施してきた、
「確定拠出年金に日本一詳しいFP集団」です。 

もっと確定拠出年金の 
ことが知りたい。 

確定拠出年金制度のしくみはもちろ
ん、公的年金、運用商品の特徴な
ど、どんな疑問点についても、わか
るまでていねいにご説明いたします。 

いまの商品選択で 
本当に大丈夫なのか？ 

「お取引状況・残高のお知らせ」や
運営管理機関の「インターネット
サービス」を利用しながら、運用商
品の特徴や現状についてアドバイ
スいたします。 

自分に合った 
運用商品の組み合わせは？ 

家族構成や収入、ローンの有無な
ど、お一人おひとりのライフプラン
にあった老後資金の目標を立て、
この目標を達成するための商品選
択をサポートいたします。 

確定拠出年金（DC）のことなら、 
12年の経験と年間2000回のDCセミナー＆個人相談の実績を誇る 

プルーデント・ジャパンにお任せください。 

再発行されない「お取引状況・残高のお知らせ」を大切に
保管するための専用バインダーと主要5資産の過去の資
産価値指数がわかる日本版Ibbotson SBBI Chartをご提供。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

個人相談の中で、毎月の積立金や運用年数、
運用利回り、目標金額を相互に設定・自動計
算。資産配分の現状分析や将来のモデルプ
ランを作成できます。リスク許容度診断の分
析も可能。さまざまな分析結果はpdfデータで
お渡しいたします。 
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（１）「個人相談希望」の旨を 
   メールまたはお電話でご連絡ください 

本Webサイトの「お問い合わせフォーム」から、ご質問内容
やご連絡先等を記入の上、ご送信ください。 
お電話でのお申込も可能です。 
 

フリーダイヤル ０１２０－９３６－５５６ 

■お申込方法 

（２）担当させていただくFPより、 
   お客様あてにご連絡いたします 

電話またはメールを利用し、ファイナンシャルプランナー
（FP）からお客様へご連絡いたします。 
面談の日時、場所等をお打合せください。 
（離島を除く日本全国で対応／曜日・時間関係なし） 

（３）個人面談実施！ 

事前にお打合せいたしました日時・場所にて、お客様とFP
が実際に対面し、相談を実施いたします。 

※相談料金（税込3,000円）につきましては、 
  個人面談終了時に、担当FPにお支払いください。 
  個別に領収書を発行させていただきます。 

★ その後、継続してご相談したい場合には、直接担当
FPにご連絡ください。 

日本全国で年間2700回のセミナー実績 確定拠出年金制度に日本一詳しいFP集団 

日本全国どこでも
「3,000円/1回」！ 

ご家族の同席・利用
も可能です。 

相談場所は会社や
ご自宅など、申込み
時にお打合せ！ 

質問内容がまとまっ
ていなくてもOK！ 

FPが聞き出しながら、
疑問点を解消してく
れます。 
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