
（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）

（単位：兆円、件）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 その他通貨建 総計

881.4 183.1 35.0 8.3 21.7 1,129.4

(196,728) (31,795) (5,543) (1,973) (10,097) (246,136)

844.4 179.3 34.5 8.2 21.5 1,087.9

(165,467) (30,478) (5,378) (1,954) (9,314) (212,591)

19.0 1.0 0.1 0.0 0.0 20.1

(26,850) (746) (67) (4) (50) (27,717)

17.9 2.8 0.4 0.1 0.2 21.4

(4,411) (571) (98) (15) (733) (5,828)

473.9 31.6 3.9 0.6 12.8 522.8

(76,512) (5,049) (792) (115) (3,669) (86,137)

1,642.0 - - - - 1,642.0

(155,701) - - - - (155,701)

2,997.3 214.7 38.9 8.9 34.4 3,294.2

(428,941) (36,844) (6,335) (2,088) (13,766) (487,974)

（注１） 表中の計数は、平成26年6月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

平成28年１月27日更新
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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）

（単位：兆円、件）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 その他通貨建 総計

93.4 106.1 10.3 2.1 18.1 230.1

(20,972) (25,996) (2,056) (236) (7,804) (57,064)

74.5 90.3 7.0 2.0 17.1 190.9

(14,601) (20,562) (1,341) (215) (7,413) (44,132)

5.7 5.5 0.2 0.0 0.1 11.5

(4,042) (3,859) (123) (5) (71) (8,100)

13.2 10.4 3.1 0.0 0.9 27.7

(2,329) (1,575) (592) (16) (320) (4,832)

31.4 35.5 1.8 0.3 5.3 74.2

(7,071) (7,631) (844) (180) (1,722) (17,448)

- - - - - -

- - - - - -

124.8 141.6 12.1 2.3 23.4 304.3

(28,043) (33,627) (2,900) (416) (9,526) (74,512)

（注１） 表中の計数は、平成26年6月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） クロスカレンシー金利スワップ取引の各残高については、基本的に一つの取引に二つの通貨が参照されているため、参照される通貨に

応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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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）

（単位：兆円、件）

～３ヶ月 ３～６ヶ月 ６～１２ヶ月 １年～２年 ２年～５年 ５年～10年 10年～30年 30年超 総計

63.4 48.2 96.6 166.4 401.1 292.7 60.8 0.3 1,129.4

(10,072) (8,675) (17,392) (33,418) (88,690) (65,064) (22,652) (173) (246,136)

58.4 47.0 93.7 161.1 388.8 283.3 55.4 0.2 1,087.9

(8,657) (7,413) (14,831) (28,482) (75,791) (57,078) (20,305) (34) (212,591)

0.8 0.8 1.8 2.9 7.6 4.9 1.3 - 20.1

(1,164) (1,133) (2,278) (4,402) (11,546) (6,187) (1,007) - (27,717)

4.2 0.4 1.1 2.4 4.7 4.5 4.1 0.1 21.4

(251) (129) (283) (534) (1,353) (1,799) (1,340) (139) (5,828)

27.7 20.7 39.0 79.4 150.5 134.5 70.8 0.4 522.8

(2,090) (1,895) (3,772) (7,919) (20,495) (25,055) (24,676) (235) (86,137)

77.7 96.5 198.2 190.4 431.1 569.1 78.9 0.1 1,642.0

(1,903) (2,676) (5,518) (8,178) (36,020) (76,088) (25,272) (46) (155,701)

168.7 165.4 333.9 436.2 982.7 996.2 210.4 0.7 3,294.2

(14,065) (13,246) (26,682) (49,515) (145,205) (166,207) (72,600) (454) (487,974)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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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）

（単位：兆円、件）

～３ヶ月 ３～６ヶ月 ６～１２ヶ月 １年～２年 ２年～５年 ５年～10年 10年～30年 30年超 総計

8.7 9.5 18.3 22.9 40.2 11.1 4.3 - 115.1

(2,112) (2,173) (3,986) (6,085) (10,807) (2,362) (1,007) - (28,532)

7.4 8.5 15.2 18.7 31.9 9.7 4.0 - 95.5

(1,493) (1,641) (2,988) (4,647) (8,194) (2,122) (981) - (22,066)

0.5 0.5 1.0 1.1 2.4 0.3 0.0 - 5.8

(471) (395) (627) (871) (1,553) (132) (1) - (4,050)

0.8 0.5 2.2 3.1 6.0 1.0 0.3 - 13.8

(148) (137) (371) (567) (1,060) (108) (25) - (2,416)

2.9 2.0 5.0 6.4 11.8 6.1 2.8 0.0 37.1

(387) (340) (618) (1,103) (2,824) (2,201) (1,241) (10) (8,724)

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

11.5 11.6 23.3 29.4 52.0 17.2 7.2 0.0 152.1

(2,499) (2,513) (4,604) (7,188) (13,631) (4,563) (2,248) (10) (37,256)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計
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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）

（単位：兆円、件）

固定－変動 変動－変動 OIS FRA スワップション その他 総計

981.7 77.2 1.4 0.0 36.8 32.3 1,129.4

(213,891) (8,870) (79) (2) (8,748) (14,546) (246,136)

949.0 76.1 1.2 - 36.3 25.3 1,087.9

(185,253) (8,380) (61) - (8,009) (10,888) (212,591)

16.3 0.9 0.2 - 0.3 2.5 20.1

(23,955) (440) (18) - (600) (2,704) (27,717)

16.4 0.2 - 0.0 0.2 4.6 21.4

(4,683) (50) - (2) (139) (954) (5,828)

369.2 42.5 4.6 - 95.5 11.1 522.8

(62,774) (7,394) (281) - (10,983) (4,705) (86,137)

1,454.5 187.5 - - - - 1,642.0

(144,493) (11,208) - - - - (155,701)

2,805.4 307.1 6.0 0.0 132.3 43.4 3,294.2

(421,158) (27,472) (360) (2) (19,731) (19,251) (487,974)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 「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、一般に翌日物金利を参照する金利スワップのことを指す。「FRA」とは、Forward Rate 
Agreementの略で、一般に金利先渡取引のことを指す。「スワップション」とは、一般に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。

（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって
おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。

（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合
には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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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）

（単位：兆円、件）

固定-変動 固定-固定 変動-変動 総計

17.3 27.3 70.5 115.1

(6,659) (12,156) (9,717) (28,532)

15.2 15.6 64.7 95.5

(6,152) (7,016) (8,898) (22,066)

0.2 4.9 0.7 5.8

(113) (3,667) (270) (4,050)

2.0 6.8 5.1 13.8

(394) (1,473) (549) (2,416)

2.9 5.2 28.9 37.1

(715) (2,667) (5,342) (8,724)

- - - -

- - - -

20.2 32.5 99.4 152.1

(7,374) (14,823) (15,059) (37,256)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 「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、「固定-固定」とは固定金利同士を、「変動-変動」とは変動

金利同士を交換する金利スワップのことを指す。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　７．参照金利別残高（クロスカレンシー取引を除く）

（単位：兆円、件）

LIBOR TIBOR EURIBOR その他 総計

983.7 143.1 33.8 31.6 1,192.2

(160,023) (68,517) (5,317) (12,475) (246,332)

953.7 137.4 33.6 30.9 1,155.5

(143,409) (53,405) (5,183) (11,467) (213,464)

13.8 5.3 0.1 0.3 19.5

(12,163) (14,901) (60) (195) (27,319)

16.2 0.5 0.1 0.4 17.2

(4,451) (211) (74) (813) (5,549)

485.5 38.2 4.0 29.1 556.8

(76,342) (6,076) (788) (6,676) (89,882)

1,657.6 171.9 - - 1,829.5

(159,822) (7,087) - - (166,909)

3,126.8 353.3 37.7 60.7 3,578.5

(396,187) (81,680) (6,105) (19,151) (503,123)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 取引対象である金利の双方又は一方が変動金利を参照している取引を計上。変動金利同士を交換するスワップ取引（ベーシススワップ

等）の各残高については、基本的に一つの取引につき二つの変動金利を参照しているため、参照する金利に応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　８．参照金利別残高（クロスカレンシー取引分）

（単位：兆円、件）

LIBOR TIBOR EURIBOR その他 総計

147.2 0.1 4.9 7.6 159.8

(22,819) (114) (855) (2,436) (26,224)

134.8 0.1 4.6 7.3 146.7

(21,076) (80) (787) (2,208) (24,151)

1.5 0.0 0.1 0.0 1.6

(602) (34) (22) (4) (662)

10.9 0.0 0.3 0.3 11.5

(1,141) (0) (46) (224) (1,411)

54.7 0.0 1.1 4.3 60.1

(9,940) (1) (294) (1,140) (11,375)

- - - - -

- - - - -

201.9 0.1 6.0 11.9 219.9

(32,759) (115) (1,149) (3,576) (37,599)

（注１） 表中の計数は、平成26年６月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 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３） 取引対象である金利の双方又は一方が変動金利を参照している取引を計上。変動金利同士を交換するスワップ取引（ベーシススワップ

等）の各残高については、基本的に一つの取引につき二つの変動金利を参照しているため、参照する金利に応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

日本証券クリアリング機構

上記計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計
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