
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

131.6 62.2 7.0 3.7 5.7 6.5 216.8

(72,309) (12,463) (1,440) (854) (2,281) (3,351) (92,698)

112.2 52.6 6.6 3.6 5.5 6.3 186.9

(48,000) (9,792) (1,298) (827) (1,625) (3,240) (64,782)

9.3 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 11.6

(20,467) (1,181) (76) (2) (35) (5) (21,766)

10.2 7.3 0.3 0.1 0.3 0.2 18.4

(3,842) (1,490) (66) (25) (621) (106) (6,150)

128.6 28.1 35.7 1.6 2.9 8.2 205.2

(33,714) (5,169) (2,580) (452) (1,360) (3,794) (47,069)

5.5 0.3 0.3 0.0 0.2 - 6.2

(492) (50) (42) (8) (50) - (642)

2,394.2 481.9 266.1 130.1 63.2 113.6 3449.0

(277,671) (53,198) (18,390) (11,953) (9,510) (36,594) (407,316)

2,659.9 572.4 309.2 135.4 71.9 128.4 3,877.2

(384,186) (70,880) (22,452) (13,267) (13,201) (43,739) (547,725)

（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（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、あ
おぞら銀行）、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

92.7 10.5 2.4 3.4 14.2 32.5 155.7

(16,229) (1,200) (217) (623) (1,635) (10,684) (30,588)

72.6 6.4 2.0 1.6 13.9 31.1 127.5

(11,443) (666) (167) (345) (1,626) (10,289) (24,536)

7.7 0.1 0.0 0.0 - 0.2 8.1

(3,730) (106) (8) (9) - (209) (4,062)

12.4 4.0 0.4 1.8 0.3 1.2 20.1

(1,056) (428) (42) (269) (9) (186) (1,990)

48.0 2.9 0.8 2.9 5.1 18.1 77.8

(10,166) (618) (125) (1,008) (741) (5,655) (18,313)

6.7 1.6 0.7 0.2 0.1 1.0 10.3

(1,795) (686) (309) (262) (38) (1,000) (4,090)

- - - - - 0.0 0.0

- - - - - (10) (10)

147.4 15.0 3.9 6.5 19.3 51.7 243.8

(28,190) (2,504) (651) (1,893) (2,414) (17,349) (53,001)

（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（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、あ
おぞら銀行）、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

36.6 86.6 93.6 216.8

(14,527) (39,798) (38,373) (92,698)

32.7 73.9 80.3 186.9

(10,754) (27,077) (26,951) (64,782)

1.2 4.6 5.8 11.6

(3,194) (10,484) (8,088) (21,766)

2.7 8.1 7.5 18.4

(579) (2,237) (3,334) (6,150)

23.7 66.1 115.3 205.2

(4,502) (11,910) (30,657) (47,069)

0.1 1.9 4.2 6.2

(23) (227) (392) (642)

853.2 1,379.0 1,216.8 3,449.0

(44,428) (135,564) (227,324) (407,316)

913.6 1,533.6 1,430.0 3,877.2

(63,480) (187,499) (296,746) (547,725)

（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（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生
銀行、あおぞら銀行）、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

39.5 81.9 34.3 155.7

(6,964) (16,685) (6,939) (30,588)

33.7 66.7 27.1 127.5

(5,759) (13,143) (5,634) (24,536)

2.8 4.2 1.1 8.1

(941) (2,548) (573) (4,062)

3.0 11.0 6.2 20.1

(264) (994) (732) (1,990)

16.7 36.3 24.8 77.8

(2,733) (7,538) (8,042) (18,313)

0.5 3.0 6.8 10.3

(160) (1,195) (2,735) (4,090)

0.0 0.0 - 0.0

(4) (6) - (10)

56.7 121.1 66.0 243.8

(9,861) (25,424) (17,716) (53,001)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

大手行等には、主要行等（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀
行、新生銀行、あおぞら銀行）、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

148.4 4.8 1.2 31.7 30.6 216.8

(73,766) (984) (488) (6,836) (10,624) (92,698)

128.8 4.8 0.3 30.7 22.3 186.9

(50,611) (946) (189) (6,526) (6,510) (64,782)

10.0 0.0 0.0 0.1 1.5 11.6

(19,804) (20) (6) (137) (1,799) (21,766)

9.6 0.0 1.0 1.0 6.8 18.4

(3,351) (18) (293) (173) (2,315) (6,150)

71.6 6.0 2.4 86.8 38.4 205.2

(20,687) (1,543) (753) (14,632) (9,454) (47,069)

1.8 - - 4.4 0.0 6.2

(292) - - (333) (17) (642)

2,575.8 601.2 160.8 - 111.2 3,449.0

(326,480) (62,365) (12,922) - (5,549) (407,316)

2,797.6 612.0 164.3 122.9 180.3 3,877.2

(421,225) (64,892) (14,163) (21,801) (25,644) (547,725)

（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（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、あおぞ
ら銀行）、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

26.0 42.8 87.0 155.7

(7,584) (11,110) (11,894) (30,588)

22.2 24.6 80.7 127.5

(7,013) (6,518) (11,005) (24,536)

0.2 4.9 3.0 8.1

(222) (3,186) (654) (4,062)

3.6 13.3 3.2 20.1

(349) (1,406) (235) (1,990)

6.7 12.7 58.3 77.8

(2,668) (4,627) (11,018) (18,313)

6.2 4.1 0.0 10.3

(1,888) (2,200) (2) (4,090)

0.0 - - 0.0

(10) - - (10)

39.0 59.6 145.3 243.8

(12,150) (17,937) (22,914) (53,001)

（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（みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀
行、あおぞら銀行）、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 ）


