
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

181.5 77.4 7.8 4.0 5.4 8.2 284.4

(93,419) (15,059) (1,979) (992) (2,412) (4,137) (117,998)

160.5 69.7 7.3 3.9 5.1 8.0 254.5

(64,850) (12,895) (1,819) (961) (1,650) (3,962) (86,137)

11.1 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 13.0

(24,640) (1,129) (63) (7) (46) (5) (25,890)

9.8 6.0 0.4 0.1 0.3 0.3 16.8

(3,929) (1,035) (97) (24) (716) (170) (5,971)

171.0 32.6 33.6 2.0 4.2 22.8 266.2

(41,551) (5,165) (2,516) (554) (1,713) (8,208) (59,707)

4.8 0.6 0.3 0.0 0.1 - 5.8

(549) (48) (43) (6) (49) - (695)

2,616.4 413.9 235.7 120.7 73.8 109.6 3570.2

(270,819) (40,001) (12,793) (14,042) (7,982) (29,433) (375,070)

2,973.8 524.5 277.4 126.8 83.5 140.6 4,126.6

(406,338) (60,273) (17,331) (15,594) (12,156) (41,778) (553,470)

（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

91.5 9.7 1.5 2.7 12.5 28.8 146.7

(16,243) (1,185) (177) (653) (1,337) (10,115) (29,710)

72.3 6.2 1.4 1.5 12.5 28.3 122.2

(11,745) (768) (153) (414) (1,327) (9,784) (24,191)

9.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 10.1

(3,683) (78) (4) (8) (1) (190) (3,964)

9.4 3.3 0.1 1.2 0.0 0.4 14.4

(815) (339) (20) (231) (9) (141) (1,555)

41.7 2.3 0.2 2.2 7.0 22.4 75.7

(8,163) (484) (72) (820) (826) (6,467) (16,832)

4.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.5 6.2

(754) (406) (251) (321) (14) (612) (2,358)

- - - - - - -

- - - - - - -

137.2 12.8 2.0 5.3 19.5 51.7 228.5

(25,160) (2,075) (500) (1,794) (2,177) (17,194) (48,900)

（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

47.5 134.8 102.0 284.4

(18,315) (57,419) (42,264) (117,998)

44.3 121.9 88.3 254.5

(13,596) (41,465) (31,076) (86,137)

1.9 5.8 5.3 13.0

(4,059) (13,790) (8,041) (25,890)

1.3 7.1 8.5 16.8

(660) (2,164) (3,147) (5,971)

33.9 103.9 128.3 266.2

(6,304) (19,407) (33,996) (59,707)

0.2 1.7 4.0 5.8

(34) (173) (488) (695)

930.9 1,388.5 1,250.7 3,570.2

(41,302) (126,095) (207,673) (375,070)

1,012.6 1,628.9 1,485.1 4,126.6

(65,955) (203,094) (284,421) (553,470)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

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。

地域銀行

銀行等

大手行等

外国銀行支店その他銀行

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

38.4 78.3 30.0 146.7

(7,284) (16,602) (5,824) (29,710)

32.7 66.1 23.3 122.2

(5,881) (13,536) (4,774) (24,191)

4.0 4.9 1.1 10.1

(1,095) (2,413) (456) (3,964)

1.7 7.2 5.5 14.4

(308) (653) (594) (1,555)

19.4 34.6 21.7 75.7

(2,674) (7,132) (7,026) (16,832)

0.3 1.8 4.0 6.2

(114) (590) (1,654) (2,358)

- - - -

- - - -

58.1 114.7 55.7 228.5

(10,072) (24,324) (14,504) (48,900)

（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

214.2 9.6 0.7 31.6 28.1 284.4

(97,373) (1,803) (309) (7,203) (11,310) (117,998)

192.7 9.4 0.6 30.5 21.4 254.5

(70,408) (1,673) (278) (6,777) (7,001) (86,137)

11.0 0.2 0.0 0.1 1.7 13.0

(23,497) (109) (4) (136) (2,144) (25,890)

10.6 0.1 0.1 1.1 5.0 16.8

(3,468) (21) (27) (290) (2,165) (5,971)

113.4 11.3 4.0 100.0 37.6 266.2

(31,417) (2,431) (935) (15,105) (9,819) (59,707)

3.0 - 0.3 2.6 0.0 5.8

(495) - (4) (175) (21) (695)

2,754.1 561.0 142.1 - 113.0 3,570.2

(302,506) (55,090) (7,137) - (10,337) (375,070)

3,084.6 581.9 147.1 134.2 178.8 4,126.6

(431,791) (59,324) (8,385) (22,483) (31,487) (553,470)

（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

24.2 35.3 87.2 146.7

(7,748) (10,386) (11,576) (29,710)

21.2 19.9 81.1 122.2

(7,213) (6,585) (10,393) (24,191)

0.2 4.9 5.0 10.1

(290) (2,654) (1,020) (3,964)

2.8 10.5 1.1 14.4

(245) (1,147) (163) (1,555)

8.3 9.7 57.7 75.7

(3,146) (3,671) (10,015) (16,832)

2.9 3.3 0.0 6.2

(711) (1,645) (2) (2,358)

- - - -

- - - -

35.4 48.2 144.9 228.5

(11,605) (15,702) (21,593) (48,900)

（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。

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 ）


