
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

219.6 96.3 9.2 4.3 5.3 8.3 343.0

(103,762) (17,562) (2,201) (1,058) (2,398) (4,057) (131,038)

196.2 89.9 8.6 4.1 5.0 7.9 311.7

(73,687) (15,750) (2,043) (1,007) (1,687) (3,854) (98,028)

12.9 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 14.5

(25,965) (1,018) (64) (4) (32) (9) (27,092)

10.6 4.9 0.6 0.2 0.2 0.4 16.8

(4,110) (794) (94) (47) (679) (194) (5,918)

189.5 27.7 26.4 2.4 7.2 33.4 286.5

(44,230) (5,144) (2,291) (617) (2,025) (9,249) (63,556)

4.5 0.4 0.2 - 0.1 - 5.3

(618) (33) (35) - (49) - (735)

2,512.8 411.2 498.8 176.3 102.7 85.5 3787.3

(250,156) (34,882) (18,569) (12,336) (8,593) (26,971) (351,507)

2,926.4 535.5 534.6 183.0 115.3 127.2 4,422.1

(398,766) (57,621) (23,096) (14,011) (13,065) (40,277) (546,836)

（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）

（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

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

清算機関

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



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

86.7 8.2 1.0 2.1 10.6 27.2 135.9

(16,508) (1,106) (132) (571) (1,086) (9,860) (29,263)

70.8 5.0 0.9 1.1 10.6 26.6 115.1

(12,177) (692) (114) (332) (1,078) (9,578) (23,971)

8.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 9.2

(3,583) (88) (11) (12) (1) (149) (3,844)

7.2 3.0 0.0 1.0 0.0 0.4 11.6

(748) (326) (7) (227) (7) (133) (1,448)

36.2 1.5 0.1 1.8 8.4 26.2 74.1

(7,108) (424) (68) (668) (810) (6,493) (15,571)

3.4 0.8 0.3 0.4 0.0 0.5 5.4

(655) (380) (243) (178) (9) (552) (2,017)

- - - - - - -

- - - - - - -

126.4 10.5 1.3 4.3 19.1 53.8 215.4

(24,271) (1,910) (443) (1,417) (1,905) (16,905) (46,851)

（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）

（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

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

清算機関

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



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）

～１年 １年～５年 ５年～ 総計

66.5 166.7 109.7 343.0

(21,419) (64,030) (45,589) (131,038)

62.0 154.4 95.2 311.7

(16,803) (47,085) (34,140) (98,028)

2.0 7.1 5.4 14.5

(4,049) (14,804) (8,239) (27,092)

2.5 5.2 9.0 16.8

(567) (2,141) (3,210) (5,918)

46.4 113.0 127.0 286.5

(6,842) (22,039) (34,675) (63,556)

0.4 1.2 3.6 5.3

(72) (141) (522) (735)

1,294.7 1,318.1 1,174.5 3,787.3

(43,673) (116,130) (191,704) (351,507)

1,408.1 1,599.1 1,414.9 4,422.1

(72,006) (202,340) (272,490) (546,836)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

地域銀行

銀行等

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

保険会社

上記計

清算機関

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



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）

～１年 １年～５年 ５年～ 総計

37.5 70.7 27.7 135.9

(7,660) (16,125) (5,478) (29,263)

32.9 60.6 21.6 115.1

(6,291) (13,121) (4,559) (23,971)

3.2 5.2 0.8 9.2

(1,086) (2,394) (364) (3,844)

1.4 4.9 5.3 11.6

(283) (610) (555) (1,448)

22.9 31.4 19.9 74.1

(2,649) (6,620) (6,302) (15,571)

0.2 1.6 3.6 5.4

(87) (472) (1,458) (2,017)

- - - -

- - - -

60.5 103.7 51.2 215.4

(10,396) (23,217) (13,238) (46,851)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

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。

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

大手行等

保険会社

上記計

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

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。

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



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

273.9 14.7 0.8 29.0 24.6 343.0

(110,761) (2,491) (216) (6,709) (10,861) (131,038)

248.4 14.2 0.6 28.4 20.2 311.7

(82,135) (2,244) (174) (6,308) (7,167) (98,028)

12.3 0.5 0.0 0.1 1.6 14.5

(24,787) (227) (2) (137) (1,939) (27,092)

13.2 0.0 0.3 0.6 2.8 16.8

(3,839) (20) (40) (264) (1,755) (5,918)

140.3 14.2 6.2 91.9 33.9 286.5

(35,173) (2,783) (1,280) (14,895) (9,425) (63,556)

3.3 - 0.3 1.7 0.0 5.3

(574) - (4) (133) (24) (735)

2,672.4 530.3 322.0 - 262.7 3,787.3

(286,532) (49,009) (5,848) - (10,118) (351,507)

3,089.8 559.2 329.3 122.6 321.2 4,422.1

(433,040) (54,283) (7,348) (21,737) (30,428) (546,836)

（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）

（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。

「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。

上記計

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

清算機関

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



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

23.2 31.5 81.2 135.9

(8,032) (10,045) (11,186) (29,263)

20.6 17.9 76.7 115.1

(7,415) (6,427) (10,129) (23,971)

0.2 5.2 3.8 9.2

(405) (2,531) (908) (3,844)

2.4 8.5 0.8 11.6

(212) (1,087) (149) (1,448)

8.2 8.4 57.5 74.1

(2,839) (3,260) (9,472) (15,571)

2.6 2.8 0.0 5.4

(618) (1,397) (2) (2,017)

- - - -

- - - -

34.0 42.7 138.7 215.4

(11,489) (14,702) (20,660) (46,851)

（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）

（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

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

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。

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。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）


