
（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

273.5 118.5 12.2 4.3 5.7 9.8 424.0

(112,952) (19,589) (2,622) (1,202) (2,403) (4,857) (143,625)

248.4 111.7 11.5 4.1 5.5 9.5 390.7

(83,423) (17,931) (2,422) (1,151) (1,668) (4,705) (111,300)

13.9 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 15.6

(25,700) (977) (74) (4) (32) (5) (26,792)

11.1 5.2 0.7 0.2 0.2 0.3 17.6

(3,829) (681) (126) (47) (703) (147) (5,533)

212.4 29.7 20.0 3.2 8.7 28.7 302.7

(47,167) (5,316) (2,395) (710) (2,260) (8,859) (66,707)

5.9 0.5 0.2 - 0.1 - 6.7

(800) (23) (18) - (48) - (889)

2,420.4 245.0 249.9 99.2 53.3 45.3 3,113.0

(237,109) (25,134) (11,053) (8,837) (6,370) (16,383) (304,886)

2,912.1 393.8 282.3 106.6 67.8 83.7 3,846.3

(398,028) (50,062) (16,088) (10,749) (11,081) (30,099) (516,107)

（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の残高は含まれない。

（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。

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。

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者

保険会社

清算機関

上記計

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。

地域銀行

銀行等

大手行等

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26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）

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

89.9 6.5 0.7 1.8 6.0 25.7 130.6

(16,904) (1,152) (108) (420) (652) (9,352) (28,588)

76.1 3.4 0.7 0.7 6.0 25.0 111.9

(12,733) (652) (88) (181) (644) (9,012) (23,310)

8.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 8.5

(3,364) (104) (12) (11) (3) (130) (3,624)

5.6 2.8 0.0 1.1 0.0 0.6 10.1

(807) (396) (8) (228) (5) (210) (1,654)

33.6 0.9 0.1 1.5 9.7 23.8 69.5

(6,524) (398) (72) (497) (948) (5,843) (14,282)

3.1 0.7 0.2 0.2 - 0.3 4.5

(680) (378) (221) (96) - (379) (1,754)

- - - - - - -

- - - - - - -

126.6 8.1 1.0 3.4 15.7 49.7 204.6

(24,108) (1,928) (401) (1,013) (1,600) (15,574) (44,624)

（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の残高は含まれない。

（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。

地域銀行

銀行等

大手行等

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。

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者

保険会社

清算機関

上記計

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26日更新
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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

424.0

(143,625)

390.7

(111,300)

15.6420197

(26,792)

17.6

(5,533)

302.7

(66,707)

6.7

(889)

3,113.0

(304,886)

3,846.3

(516,107)

（注１）

（注２）

（注３）

（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。

上記計
1,011.6 1,493.0 1,341.8

(64,822) (191,550) (259,735)

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の残高は含まれない。

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。

清算機関
872.7 1,161.7 1,078.5

(32,415) (97,098) (175,373)

保険会社
0.6 1.4 4.7

(54) (186) (649)

第一種金融商品取引業者
49.6 124.5 128.5

(7,219) (23,769) (35,719)

外国銀行支店その他銀行
1.6 6.7 9.3

(407) (2,089) (3,037)

地域銀行
2.6 7.5 5.6

(4,199) (14,963) (7,630)

大手行等
84.4 191.3 115.1

(20,528) (53,445) (37,327)

銀行等
88.6 205.4 130.0

(25,134) (70,497) (47,994)

～１年 １年～５年 ５年～

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26日更新
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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

130.6

(28,588)

111.9

(23,310)

8.5

(3,624)

10.1

(1,654)

69.5

(14,282)

4.5

(1,754)

-

-

204.6

(44,624)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

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の残高は含まれない。

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。

上記計
56.6 101.8 46.2

(10,438) (22,145) (12,041)

清算機関
- - -

- - -

保険会社
0.2 1.0 3.4

(92) (380) (1,282)

第一種金融商品取引業者
18.9 32.4 18.2

(2,552) (6,047) (5,683)

外国銀行支店その他銀行
2.0 3.8 4.4

(476) (708) (470)

地域銀行
3.0 4.9 0.6

(1,136) (2,205) (283)

大手行等
32.5 59.7 19.7

(6,182) (12,805) (4,323)

銀行等
37.5 68.4 24.7

(7,794) (15,718) (5,076)

～１年 １年～５年 ５年～

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26更新
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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

341.7 21.8 1.4 33.8 25.3 424.0

(123,491) (3,435) (219) (7,122) (9,358) (143,625)

314.8 21.0 0.7 33.4 20.9 390.7

(95,234) (3,098) (156) (6,778) (6,034) (111,300)

12.9 0.7 0.2 0.0 1.8 15.6

(24,473) (310) (18) (107) (1,884) (26,792)

14.0 0.1 0.6 0.4 2.6 17.6

(3,784) (27) (45) (237) (1,440) (5,533)

160.4 18.1 7.5 88.9 27.8 302.7

(37,768) (3,263) (1,711) (14,577) (9,388) (66,707)

3.8 - 0.4 2.3 0.1 6.7

(672) - (7) (162) (48) (889)

2,433.2 435.8 155.6 - 88.4 3,113.0

(255,346) (41,063) (3,803) - (4,674) (304,886)

2,939.1 475.7 164.9 125.0 141.6 3,846.3

(417,277) (47,761) (5,740) (21,861) (23,468) (516,107)

（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の残高は含まれない。

（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、「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。「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。

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者

保険会社

清算機関

上記計

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。

地域銀行

銀行等

大手行等

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26日更新
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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

21.5 29.2 79.9 130.6

(7,892) (10,034) (10,662) (28,588)

20.0 15.7 76.3 111.9

(7,240) (6,188) (9,882) (23,310)

0.3 5.6 2.7 8.5

(443) (2,589) (592) (3,624)

1.2 8.0 0.9 10.1

(209) (1,257) (188) (1,654)

8.0 7.3 54.3 69.5

(2,635) (2,911) (8,736) (14,282)

2.3 2.3 0.0 4.5

(613) (1,139) (2) (1,754)

- - - -

- - - -

31.7 38.7 134.2 204.6

(11,140) (14,084) (19,400) (44,624)

（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の残高は含まれない。

（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。

上記計

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。

「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、「固定-固定」とは固定金利同士を交換する金利スワップ、「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。

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

第一種金融商品取引業者

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）

平成31年3月26日更新
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