
（２）　金利関連取引
　１．通貨別残高（クロスカレンシー取引を除く）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 豪ドル建 その他通貨建 総計

317.3 116.2 13.4 4.5 4.8 17.2 473.4

(123,072) (21,549) (3,188) (1,351) (2,645) (5,004) (156,809)

288.1 110.7 13.1 4.4 4.7 10.4 431.3

(92,547) (19,849) (2,998) (1,316) (1,661) (4,875) (123,246)

16.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 17.2

(26,540) (892) (76) (4) (28) (7) (27,547)

13.2 4.4 0.2 0.1 0.2 6.8 24.8

(3,985) (808) (114) (31) (956) (122) (6,016)

235.1 27.7 19.7 3.3 9.4 41.0 336.3

(49,511) (5,371) (2,446) (752) (2,463) (9,618) (70,161)

6.5 0.7 - - 0.1 - 7.3

(878) (28) - - (43) - (949)

2,410.5 231.7 150.2 100.2 55.1 44.7 2,992.4

(229,775) (22,236) (9,279) (8,249) (4,892) (16,094) (290,525)

2,969.4 376.3 183.3 108.0 69.5 102.9 3,809.5

(403,236) (49,184) (14,913) (10,352) (10,043) (30,716) (518,444)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

（注２）

（注３） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

（注４）

（注５）

（注６） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるも
のは、重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているた
め、重複して計上している。

上記計

第一種金融商品取引業者計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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（２）　金利関連取引
　２．通貨別残高（クロスカレンシー取引分）

円－ドル 円－ユーロ 円－ポンド 円－豪ドル ドル－ユーロ その他 総計

46.8 1.8 0.4 0.8 2.3 79.0 131.0

(8,360) (434) (53) (212) (262) (19,659) (28,980)

40.8 1.0 0.4 0.1 2.2 67.9 112.4

(6,626) (256) (46) (65) (257) (16,273) (23,523)

2.5 0.0 - 0.0 0.0 5.1 7.7

(1,371) (37) - (5) (2) (2,217) (3,632)

3.5 0.7 0.0 0.7 0.0 6.0 10.9

(363) (141) (7) (142) (3) (1,169) (1,825)

28.1 0.5 0.1 0.5 0.1 35.2 64.5

(5,451) (309) (64) (245) (19) (8,009) (14,097)

2.4 0.6 0.1 0.1 - 1.0 4.3

(480) (154) (56) (58) - (865) (1,613)

- - - - - - -

- - - - - - -

77.3 2.9 0.6 1.5 2.4 115.3 199.8

(14,291) (897) (173) (515) (281) (28,533) (44,690)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

（注２）

（注３） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

（注４）

（注５）

（注６） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるも
のは、重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているた
め、重複して計上している。

上記計

第一種金融商品取引業者計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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（２）　金利関連取引
　３．残存期間別残高（クロスカレンシー取引を除く）

総計

473.4

(156,809)

431.3

(123,246)

17.2

(27,547)

24.8

(6,016)

336.3

(70,161)

7.3

(949)

2,992.5

(290,525)

3,809.5

(518,444)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

地域銀行

１年～５年 ５年～

231.9 136.6
銀行等計

大手行等

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計

保険会社

上記計

清算機関

8.3 6.9 9.7

(77,721) (51,975)

94.0 216.4 121.0

(22,525) (60,050) (40,671)

8.7 5.9

(4,124) (15,601) (7,822)

(48) (203) (698)

1,019.9 1,480.6 1,308.9

1.6 5.3

～１年

0.5

(464)

2.6

(27,113)

104.9

(2,070) (3,482)

67.4 130.6 138.2

(7,859) (25,287) (37,015)

今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

847.2 1,116.5 1,028.9

(32,292) (93,395) (164,838)

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、
重複して計上している。

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重
複して計上している。

(67,312) (196,606) (254,526)

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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（２）　金利関連取引
　４．残存期間別残高（クロスカレンシー取引分）

総計

131.0

(28,980)

112.4

(23,523)

7.7

(3,632)

10.9

(1,825)

64.5

(14,097)

4.3

(1,613)

-

-

199.8

(44,690)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

銀行等計

大手行等

１年～５年 ５年～

66.0 26.5

(12,620) (4,288)

(15,905) (5,016)

57.1 21.7

保険会社

上記計

～１年

38.5

(8,059)

2.4

(526)

地域銀行

(6,615)

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計

33.6

(2,578) (5,974) (5,545)

4.7 0.6

(918) (2,412) (302)

2.5 4.2 4.2

(873) (426)

17.3 30.3 16.9

0.2 0.8 3.3

(76) (353) (1,184)

56.0 97.1 46.7

(10,713) (22,232) (11,745)

清算機関
- - -

- - -

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、
重複して計上している。

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重
複して計上している。

今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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（２）　金利関連取引
　５．商品別残高（クロスカレンシー取引を除く）

固定－変動 変動－変動 OIS スワップション その他 総計

379.9 26.6 3.7 32.8 30.4 473.4

(134,339) (4,032) (182) (7,095) (11,161) (156,809)

347.7 25.5 0.6 32.4 25.1 431.3

(104,968) (3,628) (135) (6,754) (7,761) (123,246)

14.3 1.0 0.2 0.1 1.7 17.2

(24,982) (378) (18) (157) (2,012) (27,547)

17.9 0.1 2.9 0.3 3.6 24.8

(4,389) (26) (29) (184) (1,388) (6,016)

185.0 20.4 15.4 87.5 27.9 336.3

(41,349) (3,547) (1,757) (14,229) (9,279) (70,161)

4.5 - 0.4 2.4 0.0 7.3

(725) - (7) (163) (54) (949)

2,356.6 382.6 91.9 - 161.3 2,992.5

(245,670) (34,945) (2,843) - (7,067) (290,525)

2,926.1 429.6 111.3 122.8 219.6 3,809.5

(422,083) (42,524) (4,789) (21,487) (27,561) (518,444)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

（注２）

（注３） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

（注４）

（注５）

（注６）

（注７） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップのことを指し、「変動-変動」とは変動金利同士を交換する金利スワップを指す。「OIS」とは、Overnight
Index Swapの略で、翌日物金利を参照する金利スワップのことを指す。「スワップション」とは、スワップ取引を行う権利を原資産とするオプション取引のことを指す。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、重複し
て計上している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重複して計
上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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（２）　金利関連取引
　６．商品別残高（クロスカレンシー取引分）

固定-変動 固定-固定 変動-変動 総計

21.4 29.3 80.4 131.0

(7,725) (10,327) (10,928) (28,980)

19.5 15.9 77.0 112.4

(7,311) (6,288) (9,924) (23,523)

0.2 5.2 2.2 7.7

(178) (2,697) (757) (3,632)

1.6 8.2 1.1 10.9

(236) (1,342) (247) (1,825)

8.4 6.5 49.6 64.5

(2,891) (2,807) (8,399) (14,097)

2.2 2.1 0.0 4.3

(579) (1,032) (2) (1,613)

- - - -

- - - -

31.9 37.8 130.0 199.8

(11,195) (14,166) (19,329) (44,690)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引は含まれない。

（注２）

（注３） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

（注４）

（注５）

（注６）

（注７） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

清算機関

第一種金融商品取引業者計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、重複
して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重複して
計上している。

「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップのことを指し、「変動-変動」とは変動金利同士を交換する金利スワップを指す。「OIS」とは、Overnight
Index Swapの略で、翌日物金利を参照する金利スワップのことを指す。「スワップション」とは、スワップ取引を行う権利を原資産とするオプション取引のことを指す。

上記計

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）
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