
ご自身の年金資産の状況を確認！

確定拠出年金お取引状況のお知らせを活用しましょう

便 利 な 手 続 き 集

 JIS&T社からの封書がお手元に届きます。

 JIS&T社からのメール⇒りそな銀行加入者サイト⇒JIS&T社の
サイトからWEB閲覧ができます。

全体の構成

　

　受　換　金　額：転職等により、他の確定拠出年金制度又は他の企業年金制度等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産です。

　今回基準日時点の商品毎の時価評価額が年金資産評価額に占める割合をグラフ表示しています。
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　給　付　金　額：給付金額は一時金および年金としてお支払いした金額（税込）の累計です。

　移　換　金　額：転職等により、現在の確定拠出年金制度から他の確定拠出年金制度や他の企業年金制度等に移される年金資産です。

　　　　　　　　　規約の定めにより事業主へ返還した掛金を含みます。

　手　　数　　料：毎月の掛金額等からあなた様が負担された事務費等の金額の累計です。

②年金資産評価額の内訳

　なお、「割合」に関しましては、小数点以下を四捨五入した数値を表示しておりますので、合計が100％にならない場合があります。

　　　　　　　　　れる場合がありますのでご注意ください。商品個別の時価評価額については次ページ以降をご参照ください。

　年金資産評価額：基準日時点で運用商品の売却を行った場合の金額（時価評価額）、待機資金及び運用の指図が行われていない資産

　　　　　　　　　（未指図資産）の合計額です。

　待　機　資　金：基準日時点で取引が完了していない資金等です。待機資金は年金資産評価額に含まれます。

　運　用　金　額：現在の確定拠出年金制度に拠出された金額です。給付を受けられている方は給付金額を減算しています。

　評　価　損　益：基準日時点における年金資産全体での"運用利益（プラス）"又は"運用損失（マイナス）"を表しています。

　●運用金額の内訳

　掛金額（定時拠出）：現在の確定拠出年金制度に掛金として拠出された金額の累計です。

　制度移行金額　：企業年金制度又は退職手当制度（退職金制度）等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産の累計です。

　未 指 図 資 産：基準日時点で運用の指図が行われていないため、現金等として管理されている資金です。

　　　　　　　　　未指図資産は年金資産評価額に含まれます。

その他商品合計 ６％ ５，０００円

※時価評価額は基準日時点で売却を行った場合の金額を表示しております。当該商品については満期まで保有した

　場合の金額を次ページ以降に記載しておりますのでご参照ください。

①評価損益

　　　　　　　　　商品によっては売却時に掛かる解約手数料等を差引いた額を使用しているため、時価評価額が元本を下回って表示さ

００４ ＤＣ　ＧＩＣ ８％ ７，６００円 ※

００２ ＤＣ定期　１年 ３％ ３，０００円

００１ ＤＣ投資信託 ９％ ８，２２２円

００３ ＤＣ定期　３年 ８％ ７，６００円

   年金資産評価額の内訳（上位5商品を個別表示し、それ以外の商品および待機資金は「その他商品合計」に合算表示します。）

商品番号   商  品  名 割合 時価評価額

００６ ＤＣ定期　５年 ６５％ ５８，０００円

８０,０００円 + １００,０００円 + ４５０,０００円 - ５８７，８６２円 - ４３２円 

掛金額(定時拠出) + 制度移行金額 + 受換金額 - 給付金額・移換金額 - 手数料

年金資産評価額
－

運用金額
＝

評価損益

８９,４２２円　 ４１,７０６円　 ４７，７１６円  

運用金額の内訳

お問い合せ先 ＸＸＸＸ－ＸＸ－ＸＸＸＸ
  平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

  あなた様の今回基準日時点の年金資産評価額と２０１７年　４月　１日から２０１７年　９月３０日までのお取引状況を

  ご報告いたします。なお、ご不明の点等がございましたら、上記の「お問い合せ先」までご連絡ください。

今回基準日 ２０１７年　９月３０日 前回基準日 ２０１７年　３月３１日

 　評価損益

記録関連運営管理機関

所属名 △□○部 JIS&T 日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社
従業員番 ９９９９９９９９９９

[略称：JIS&T(ジス・アンド・ティ)]

ｍｍｄｄＤＫＩＰ０１００－ＸＸＸＸＸＸＸ－ＸＸ／ＸＸ－ＸＸＸ
ＸＸＸＸ

企業名/企業番号 ２３４５６７８
企業名 ○○○株式会社

○○○株式会社

加入者口座番号 １２３４５６７８９０
事業所名 本社

作 成 日 ２０１７.１０.１３
ﾍﾟｰｼﾞNo. 　　１/　　８

　拠出　太郎　様
確定拠出年金お取引状況のお知らせ

ＸＸＸＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
契約名/契約番号 １２３４５６７－ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
○○○確定拠出プラン

１．今回基準日時点の年金資産状況

２

１

作 成 日 ２０１７.１０.１３

－前ページからのつづき－  ﾍﾟｰｼﾞNo. 　　２/　　８

◆「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」について
   このお知らせは、確定拠出年金法第27条により定められている「個人別管理資産の通知」にあたるもので、あなた様が加入されて
   いる確定拠出年金規約に基づきお送りさせていただいております。

◆「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」の見方について
   このお知らせに表示される各項目とその見方は以下のとおりです。対象のデータがない場合は、項目が表示されないケースがあります。

　２．今回基準日時点の年金資産評価額の内訳･･･保有されている運用商品等の今回基準日時点の残高、時価評価額を表示しています。

　３．前回基準日時点の年金資産評価額の内訳･･･保有されている運用商品等の前回基準日時点の残高、時価評価額を表示しています。
　                                       前回お送りした方のみ表示しています。
　時価単価を用いて時価評価額を計算する商品の計算方法：（時価評価額）＝（残高）×（時価単価）÷（時価単価の単位）

  確定年金・終身年金の内訳･･･確定年金・終身年金の今回基準日時点および前回基準日時点の年金年額と管理資産額等をご確認
 　　　                      いただけます。確定年金・終身年金を保有されている方のみ表示しています。なお、確定年金・
　　　　　　　　　　　　　　 終身年金は年金資産評価額に含めておりません。

　４．お取引の明細･･･対象期間中の各商品毎のお取引内容がご確認いただけます。時価単価は基準日の属する月の最終営業日の時価
                 単価を表示しています。
約定日：注文が執行され運用商品等の売買が成立した日を表示しています。
受渡日：約定された売買について、資金と運用商品等の決済（受け渡し）が行われた日を表示しています。

　５．運用金額の内訳
掛金額(定時拠出)の明細：対象期間中に拠出された掛金額及び拠出の対象となる期間を表示しています。
　　　　　　　　　　　　対象期間中に拠出がある方のみ表示します。
制度移行の履歴：対象期間中に確定拠出年金制度以外の企業年金制度又は退職手当制度（退職金制度）等で積み立てていた資産を
                確定拠出年金制度に移し換えた（制度移行）方のみ表示します。
企業年金制度等からの受換の履歴：対象期間中に確定拠出年金制度以外の企業年金制度等での脱退一時金相当額等を確定拠出年金
　　　　　　　　　　　　　　　　制度に移し換えた方のみ表示します。
手数料の明細：対象期間中にあなた様が負担されたまたは今後収納予定の手数料がある場合のみ表示します。
　　　　　　　手数料額のうち「収納予定」欄に記載されたものは、次回の掛金、給付金または運用商品等の売却のいずれかに
　　　　　　　より収納させていただきます（これらの収納方法以外に確定拠出年金制度外で請求することはございません）。
　　　　　　　運用商品等の売却による手数料収納は年１回２月中旬頃に行われ、その取引明細は次回の「確定拠出年金お取引
　　　　　　　状況のお知らせ」の＜4.お取引の明細＞欄に「手数料収納」として記載されます。また、その取引明細はインター
              ネットサービスおよびコールセンターサービスの「取引履歴照会」でもご確認いただけます。

　６．商品別配分変更の履歴
 掛金額（定時拠出）：対象期間中に拠出された掛金で商品が購入された方のみ、その配分を表示します。
　　                 なお、掛金（定時拠出）以外による購入取引（確定拠出年金制度や他の企業年金制度からの移換等）についての
　　                 商品別配分の指定がない場合には、掛金（定時拠出）の配分により商品が購入されるケースがあります。
 制  度  移  行 ：対象期間中に制度移行金で商品購入が行われた方のみ、その際に指定された配分を表示します。

　７.給付の履歴･･･対象期間中に一時金および年金のお支払いが行われた方のみ、そのお支払金額（税込）を表示します。

　８.今回基準日時点の通算加入者等期間　および確定拠出年金制度に係る資格取得、喪失の履歴
今回基準日時点の老齢給付金の請求要件に係る期間（通算加入者等期間）と、その内訳となる期間のうち確定拠出年金制度に係る
年月日（確定拠出年金制度の加入者・運用指図者の資格取得年月日、資格喪失年月日）を表示しています。

商品番号  商品種類  掛金（定時拠出）       残高         時価評価額

商品名  の商品別配分       時価単価

      時価単価の単位

００１ オープン型投信等 ２０％  ８，２２２口   ８，２２２円  

ＤＣ投資信託  １０，０００円  

 １０，０００口  

００２ 定期預金 ２０％  ３，０００円  ３，０００円  

ＤＣ定期　１年 　　　　　　　　　　 －       

００３ 定期預金 ２０％  ７，６００円   ７，６００円  

ＤＣ定期　３年 　　　　　　　　　　 －       

００４ ＧＩＣ ２０％  ８，０００口   ７，６００円  

ＤＣ　ＧＩＣ 　　　　　　　　　　 －       （８，８００円）

注：下段注意文言参照　

００６ 定期預金 ２０％  ５８，０００円   ５８，０００円  

ＤＣ定期　５年 　　　　　　　　　　 －       

  時価評価額合計  ８４，４２２円  

  待機資金  ５，０００円  

  未納手数料（収納予定手数料）  １００円  

年金資産評価額 ８９，３２２円  

待機資金：基準日時点で取引が完了していない資金等を表します。待機資金は年金資産評価額に含まれます。

金融債、ＧＩＣ、積立傷害保険の時価評価額は２段表示とし、上段は「基準日時点で売却を行った場合の金額（時価評価額）」、下段の（ ）は参考値として

「満期まで保有した場合の金額（予想額）（注）」を表示しています。なお、これらの商品を満期前に売却する場合、元本を下回る場合があります。

  （注）金融債の（ ）については、価額調整金控除前の残高を表示しています。

  （注）ＧＩＣの（ ）は、利率更改直前まで保有する場合、および(分割払年金を除く)給付・移換で売却する場合における時価基準日時点での金額を表示しています。

　　　　ＧＩＣとは、保険会社が元本確保商品として提供する利率保証型の積立生命保険をいいます。
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２．今回基準日時点の年金資産評価額の内訳
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商品番号 ００１ 商品名 ＤＣ投資信託 約定単価の単位 １０，０００口　

前回残高 ４，０００口 時価評価額 ４，０００円　

時価単価 １０，０００円　

約定日 取引区分 購入 売却 約定単価

受渡日 (運用指図日) 精算金額

　４月２６日 定時拠出 ２，０００口　 １０，０００円　

　４月２７日 ２，０００円　

　５月２６日 定時拠出 ２，１１１口　 ９，４７５円　

　５月２９日 ２，０００円　

　６月　２日 障害一時金 ８，１１１口　 ９，４７５円　

　６月　５日 ７，６８５円　

　６月２６日定時拠出 ２，１１１口　 ９，４７５円　

　６月２７日 ２，０００円　

　７月２６日 定時拠出 ２，０５５口　 ９，７３３円　

　７月２７日 ２，０００円　

　８月２８日 定時拠出 ２，０５６口　 ９，７３１円　

　８月２９日 ２，０００円　

　９月２６日 定時拠出 ２，０００口　 １０，０００円　

　９月２７日 ２，０００円　

小　　　　計 １２，３３３口　 ８，１１１口　

今回残高 ８，２２２口 時価評価額 ８，２２２円　
〔今回残高＝前回残高＋小計（購入数量－売却数量）〕

時価単価 １０，０００円　

商品番号 ９９９ 商品名 未指図資産

　前回残高 ５０８，０００円 時価評価額 ５０８，０００円　

時価単価 －　

約定日 取引区分 購入 売却 約定単価

受渡日 (運用指図日) 精算金額

　４月２６日 定時拠出 ２，０００円　

　４月２７日 ２，０００円　

　５月２６日 定時拠出 ２，０００円　

　５月２７日 ２，０００円　

　６月　５日障害一時金 ５１２，０００円　

　６月　５日 ５１２，０１０円　

　６月２６日定時拠出 ２，０００円　

　６月２７日 ２，０００円　

　８月２８日 定時拠出 ２，０００円　

　８月２９日 ２，０００円　

　９月２６日 定時拠出 ２，０００円　

　９月２７日 ２，０００円　

　９月２９日 スイッチング ５，０００円　

　９月２９日 ５，０００円　

小　　　　計 １２，０００円　 ５１５，０００円　

今回残高 ３，０００円 時価評価額 ３，０００円　
〔今回残高＝前回残高＋小計（購入数量－売却数量）〕

時価単価 －　
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（　９月２８日）

４．お取引の明細

1ページ目 2ページ目 3ページ目以降

基準日での評価損益や資産評価額
の内訳が表示

基準日での年金資産評価額の内訳
が表示

購入している商品のお取引履歴等
が表示

WEB閲覧の申込みがお済みでない方

WEB閲覧の申込みがお済みの方

Ｗｅｂ閲覧の申込みを希望される方は裏面のＵＲＬにアクセス
いただき、お手続きください。



関するお問合わせは

確定拠出年金に りそな銀行
確定拠出年金
コールセンター

音声ガイダンス確認後「2＃」を入力してください

0120-401-987フリーダイヤル

 未指図資産は掛金で購入する運用商品を決めていない場合に発生します。

 未指図資産は現金相当で管理されるため運用益が発生しません。速やかに運用商品の購入
（商品別配分変更）を行ってください。

 ご加入しているプランによっては、商品別配分変更を行っていない場合、一定期間経過後
に指定運用方法※が適用されます。

 商品別配分変更は加入者サイトよりお手続きください。

※指定運用方法とは、配分指定がなかった場合に自動的に買付される商品を指します。

１

特にご確認いただきたいポイント

加入者口座番号

加入者サイトへのログインや、コールセン
ターを利用する場合に口座番号が必要になり
ます。
加入者サイトログイン時に必要なパスワード
を再発行する場合にも必要※です。
※JIS&T社へメールアドレス未登録の方のみ

２ 今回基準日

今回のレポート作成基準日です。

３ 年金資産評価額

基準日時点で運用商品すべての時価評価額の
合計です。

４ 運用金額

基準日までの掛金や他の制度からの移換金等
の合計額（元本）です。

５ 評価損益

年金資産全体の運用損益です。
（プラスは運用利益、マイナスは運用損失）

６ 年金資産評価額の内訳

運用商品毎の時価評価額で、円グラフは資産
評価額に占める運用商品毎の割合です。

 加入者サイトログイン時のパスワード再発行

 掛金の商品別配分変更や商品の預け替え

 「お取引状況のお知らせ」のWeb閲覧の申込み（事前にメールアドレスの登録が必要です）

これらの諸手続きについては以下のURLにアクセスし。お手続きを行ってください。
https://www.resona-tb.co.jp/401k/pop/channel/process/

諸手続きについて

１

２

３ ４ ５

６

に「999 未指図資産」はありませんか？６

https://www.resona-tb.co.jp/401k/pop/channel/process/

