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１．一般勘定資産の運用状況

（１）有価証券明細表
（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

国債 1,671,698 32.5 1,621,850 30.7

地方債 171,151 3.3 169,000 3.2

社債 863,280 16.8 926,678 17.5

うち公社・公団債 689,812 13.4 725,804 13.7

株式 463,767 9.0 493,407 9.3

外国証券 1,870,053 36.3 1,963,553 37.1

公社債 1,695,865 32.9 1,690,574 31.9

株式等 174,187 3.4 272,979 5.2

その他の証券 109,625 2.1 116,998 2.2

合　計 5,149,577 100.0 5,291,489 100.0

（２）有価証券残存期間別残高

（単位：百万円）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

１年以下
１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下

10年超
(期間の定めの

ないものを含む)

合　計

有価証券 143,059 368,683 409,553 627,889 699,632 2,900,759 5,149,577 

国債 26,246 61,513 12,522 161,690 135,410 1,274,315 1,671,698 

地方債 3,471 12,556 6,557 14,402 39,922 94,241 171,151 

社債 39,734 89,850 74,323 104,225 131,348 423,798 863,280 

株式     －     －     －     －     － 463,767 463,767 

外国証券 73,139 192,450 291,388 343,281 388,072 581,720 1,870,053 

公社債 70,972 191,118 289,870 343,281 388,072 412,550 1,695,865 

株式等 2,167 1,332 1,517     －     － 169,170 174,187 

その他の証券 467 12,313 24,761 4,289 4,877 62,915 109,625 

買入金銭債権     － 1,000     －     －     － 64,038 65,039 

譲渡性預金     －     －     －     －     －     －     － 

その他     －     －     －     －     －     －     － 

合　計 143,059 369,684 409,553 627,889 699,632 2,964,798 5,214,617 

（注）本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでおります。

（単位：百万円）

区　分

当事業年度末
（平成30年３月31日）

１年以下
１年超 
３年以下 

３年超 
５年以下 

５年超
７年以下

７年超
10年以下

10年超
(期間の定めの

ないものを含む)

合　計

有価証券  191,113  364,521  489,647  538,384  745,420  2,962,402  5,291,489

国債  56,506  4,997  88,301  133,139  131,681  1,207,224  1,621,850

地方債  9,037  6,840  6,311  10,809  43,787  92,213  169,000

社債  52,563  71,232  95,547  117,788  135,312  454,233  926,678

株式      －      －      －      －      －  493,407  493,407

外国証券  60,611  261,077  286,007  273,658  432,260  649,937  1,963,553

公社債  58,930  258,633  286,007  273,658  432,260  381,082  1,690,574

株式等  1,680  2,444      －      －      －  268,854  272,979

その他の証券  12,394  20,373  13,477  2,989  2,378  65,385  116,998

買入金銭債権      －  714      －      －      －  55,407  56,122

譲渡性預金      －      －      －      －      －      －      －

その他      －      －      －      －      －      －      －

合　計  191,113  365,235  489,647  538,384  745,420  3,017,809  5,347,611

（注）本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでおります。
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（３）業種別株式保有明細表
（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

水産・農林業      －      －     － －

鉱業      －      －     － －

建設業  17,044  3.7 19,245 3.9

製造業

食料品  5,699  1.2 238 0.0

繊維製品  154  0.0 252 0.1

パルプ・紙  2,336  0.5 2,067 0.4

化学  23,409  5.0 28,748 5.8

医薬品  8,314  1.8 6,110 1.2

石油・石炭製品      －      －     － －

ゴム製品  1,125  0.2     － －

ガラス・土石製品  2,716  0.6 10 0.0

鉄鋼  7,571  1.6 6,892 1.4

非鉄金属      －      －     － －

金属製品  457  0.1 638 0.1

機械  117,384  25.3 138,848 28.1

電気機器  25,806  5.6 24,560 5.0

輸送用機器  11,261  2.4 10,948 2.2

精密機器  15,274  3.3 22,175 4.5

その他製品  1,077  0.2 828 0.2

電気・ガス業  2,962  0.6 3,045 0.6

運輸・情報通信業

陸運業  84,684  18.3 86,741 17.6

海運業      －      －     － －

空運業      －      －     － －

倉庫・運輸関連業  433  0.1 413 0.1

情報・通信業  2,641  0.6 12 0.0

商業
卸売業  10,301  2.2 15,018 3.0

小売業  1,158  0.2     － －

金融・保険業

銀行業  24,321  5.2 25,487 5.2

証券、商品先物取引業  21,533  4.6 21,531 4.4

保険業  12,833  2.8 13,399 2.7

その他金融業  20,544  4.4 24,444 5.0

不動産業  36,657  7.9 37,013 7.5

サービス業  6,060  1.3 4,733 1.0

合　計  463,767  100.0 493,407 100.0
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（４）貸付金明細表
（単位：百万円）

区　分
前事業年度末

（平成29年３月31日）
当事業年度末

（平成30年３月31日）

保険約款貸付  50,057 46,694

契約者貸付  48,677 45,421

保険料振替貸付  1,380 1,273

一般貸付  1,166,280 1,119,061

（うち非居住者貸付）   (－)   (－)

企業貸付  799,392 775,645

（うち国内企業向け） (799,392) (775,645)

国・国際機関・政府関係機関貸付  2,022 19

公共団体・公企業貸付  101,218 106,077

住宅ローン  224,198 208,996

消費者ローン  39,217 28,141

その他  229 181

合　計  1,216,337 1,165,756

（５）国内企業向け貸付金企業規模別内訳
（単位：件、百万円、％） 

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

構成比 構成比

大企業
貸付先数  116  70.7 116 69.9 

金　　額  677,899  84.8 663,480 85.5

中堅企業
貸付先数  1  0.6 2 1.2 

金　　額  2,000  0.3 1,830 0.2

中小企業
貸付先数  47  28.7 48 28.9 

金　　額  119,493  14.9 110,335 14.2

国内企業向け

貸付計

貸付先数  164  100.0 166 100.0

金　　額  799,392  100.0 775,645 100.0

（注）１．貸付先数とは、各貸付先を名寄せした結果の債務者数をいい、貸付件数ではありません。

２．業種の区分は以下のとおりであります。

業種 ①右の②～④を除く全業種 ②「小売業」、「飲食業」 ③「サービス業」 ④「卸売業」

大企業 従業員

300人超

かつ

資本金

10億円以上
従業員

50人超

かつ

資本金

10億円以上
従業員

100人超

かつ

資本金

10億円以上
従業員

100人超

かつ

資本金

10億円以上

中堅企業
資本金3億円超

10億円未満

資本金5千万円超

10億円未満

資本金5千万円超

10億円未満

資本金1億円超

10億円未満

中小企業
資本金3億円以下又は

常用する従業員300人以下

資本金5千万円以下又は

常用する従業員50人以下

資本金5千万円以下又は

常用する従業員100人以下

資本金1億円以下又は

常用する従業員100人以下

（注）サービス業とは、「物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業」、「生活関連サービス

業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療・福祉」及び「その他のサービス」で構成されております。 
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（６）貸付金業種別内訳
（単位：百万円、％） 

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

国

内

向

け

製造業  102,484  8.8 101,605 9.1

食料  1,000  0.1 1,000 0.1

繊維  4,400  0.4 7,400 0.7

木材・木製品          －          －     － －

パルプ・紙  7,340  0.6 6,100 0.5

印刷          －          －     － －

化学  33,723  2.9 32,848 2.9

石油・石炭  300  0.0     － －

窯業・土石  1,000  0.1 1,000 0.1

鉄鋼  29,000  2.5 26,000 2.3

非鉄金属  700  0.1 700 0.1

金属製品  835  0.1 505 0.0

はん用・生産用・業務用機械  16,734  1.4 14,500 1.3

電気機械  4,050  0.3 4,650 0.4

輸送用機械  3,402  0.3 6,902 0.6

その他の製造業          －          －     － －

農業・林業          －          －     － －

漁業          －          －     － －

鉱業、採石業、砂利採取業          －          －     － －

建設業  5,176  0.4 8,169 0.7

電気・ガス・熱供給・水道業  15,803  1.4 25,011 2.2

情報通信業  3,000  0.3 3,000 0.3

運輸業、郵便業  83,952  7.2 73,548 6.6

卸売業  137,000  11.7 127,000 11.3

小売業  1,280  0.1 1,280 0.1

金融業、保険業  200,776  17.2 175,807 15.7

不動産業  111,418  9.6 113,158 10.1

物品賃貸業  140,064  12.0 146,560 13.1

学術研究、専門・技術サービス業          －          －     － －

宿泊業  81  0.0 62 0.0

飲食業          －          －     － －

生活関連サービス業、娯楽業  71  0.0 157 0.0

教育、学習支援業          －          －     － －

医療・福祉          －          －     － －

その他のサービス  307  0.0 305 0.0

地方公共団体  101,218  8.7 106,077 9.5

個人（住宅・消費・納税資金等）  263,645  22.6 237,319 21.2

その他          －          －     － －

合　計  1,166,280  100.0 1,119,061 100.0

海

外

向

け

政府等          －          －     － －

金融機関          －          －     － －

商工業（等）          －          －     － －

合　計          －          －     － －

一　般　貸　付　計  1,166,280  100.0 1,119,061 100.0
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（７）貸付金地域別内訳
(単位:百万円、％）

区　分

前事業年度末
(平成29年３月31日)

当事業年度末
(平成30年３月31日)

金　額 構成比 金　額 構成比

北海道   －   － 1,172 0.1

東　北  4,569  0.5 4,867 0.6

関　東  695,839  77.1 656,667 74.5

中　部  66,014  7.3 67,739 7.7

近　畿  106,394  11.8 117,827 13.4

中　国  16,703  1.9 16,783 1.9

四　国  763  0.1 702 0.1

九　州  12,308  1.4 15,951 1.8

合　計  902,594  100.0 881,713 100.0

（注）１．個人ローン、非居住者貸付、保険約款貸付等は含んでおりません。

２．地域区分は、貸付先の本社所在地によります。

３．地域区分　北海道……北海道
東北　……青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
関東　……茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川
中部　……新潟、富山、石川、福井、長野、山梨、岐阜、愛知、静岡、三重
近畿　……滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
中国　……鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国　……香川、徳島、愛媛、高知
九州　……福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

（８）貸付金担保別内訳
（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

担保貸付  59  0.0 48 0.0

有価証券担保貸付   －   －     － －

不動産・動産・財団担保貸付  59  0.0 48 0.0

指名債権担保貸付   －   －     － －

保証貸付  17,180  1.5 15,469 1.4

信用貸付  885,393  75.9 866,223 77.4

その他  263,645  22.6 237,319 21.2

一　般　貸　付　計  1,166,280  100.0 1,119,061 100.0

うち劣後特約付貸付  57,500  4.9 39,500 3.5
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（９）貸付金残存期間別残高

（単位:百万円）

区　分

前事業年度末
(平成29年３月31日)

１年以下
１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下

10年超
(期間の定めの

ないものを含む)

合  計

変動金利  23,086  32,512  18,105  12,630  19,511  8,874  114,721 

固定金利  162,130  234,676  179,714  152,876  190,416  131,743  1,051,558 

一般貸付計  185,217  267,188  197,819  165,507  209,928  140,618  1,166,280 

（単位:百万円）

区　分

当事業年度末
(平成30年３月31日)

１年以下
１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下

10年超
(期間の定めの

ないものを含む

合  計

変動金利 12,763 32,720 15,525 21,187 5,807 9,858 97,862

固定金利 128,913 189,685 197,613 167,366 196,705 140,914 1,021,198

一般貸付計 141,676 222,405 213,138 188,554 202,513 150,773 1,119,061

（10）海外投融資関係
①資産別明細
ａ．外貨建資産

(単位:百万円、％）

区　分

前事業年度末
(平成29年３月31日)

当事業年度末
(平成30年３月31日)

金　額 構成比 金　額 構成比

公社債 1,774,562 88.4 1,816,375 83.9

株式 18,392 0.9 18,201 0.8

現預金・その他 154,290 7.7 255,518 11.8

 小　計 1,947,246 97.0 2,090,095 96.5

ｂ．円貨額が確定した外貨建資産

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

公社債 － －     － －

現預金・その他 18,965 0.9 32,303 1.5

 小　計 18,965 0.9 32,303 1.5

ｃ．円貨建資産

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

非居住者貸付 － －     － － 

外国公社債 21,885 1.1 22,856 1.1

外国株式等 20,095 1.0 19,746 0.9

その他 32 0.0 34 0.0

小　計 42,013 2.1 42,637 2.0

ｄ．合計（ａ＋ｂ＋ｃ）

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

海外投融資 2,008,224 100.0 2,165,036 100.0

（うち海外不動産） － －     － －

（注）「円貨額が確定した外貨建資産」は、為替予約等が付されていることにより決済時の円貨額が確定し、当該円貨額
を資産の貸借対照表計上額としているものであります。
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②外貨建資産の通貨別構成

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

当事業年度末
（平成30年３月31日）

金　額 構成比 金　額 構成比

米ドル  1,081,951  55.6 1,238,966 59.3

ユーロ  279,189  14.3 315,538 15.1

英ポンド  207,999  10.7 190,358 9.1

豪ドル  175,980  9.0 163,877 7.8

加ドル  151,747  7.8 123,681 5.9

その他  50,378  2.6 57,672 2.8

合　計  1,947,246  100.0 2,090,095 100.0

③地域別構成

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成29年３月31日）

外国証券 非居住者貸付
公社債 株式等

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

北 米  839,815  44.9  837,235  49.4  2,580  1.5      －     － 

ヨ ー ロ ッ パ  484,946  25.9  484,946  28.6      －      －      －     － 

オ セ ア ニ ア  163,270  8.7  163,270  9.6      －      －      －     － 

ア ジ ア  15,831  0.8      －      －  15,831  9.1      －     － 

中 南 米  174,204  9.3  18,428  1.1  155,776  89.4      －     － 

中 東      －      －      －      －      －      －      －     － 

ア フ リ カ      －      －      －      －      －      －      －     － 

国 際 機 関  191,985  10.3  191,985  11.3      －      －      －     － 

合　計  1,870,053  100.0  1,695,865  100.0  174,187  100.0      －     － 

（単位：百万円、％）

区　分

当事業年度末
（平成30年３月31日）

外国証券 非居住者貸付
公社債 株式等

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

北 米 838,616 42.7 816,641 48.3 21,974 8.0     －     －

ヨ ー ロ ッ パ 516,507 26.3 495,180 29.3 21,327 7.8     －     －

オ セ ア ニ ア 149,494 7.6 149,494 8.8     － －     －     －

ア ジ ア 15,631 0.8     － － 15,631 5.7     －     －

中 南 米 231,350 11.8 17,304 1.0 214,045 78.4     －     －

中 東     － －     － －     － －     －     －

ア フ リ カ     － －     － －     － －     －     －

国 際 機 関 211,952 10.8 211,952 12.5     － －     －     －

合　計 1,963,553 100.0 1,690,574 100.0 272,979 100.0     －     －
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２．会社計（一般勘定・特別勘定）

（１）資産の構成

（単位：百万円）

区　分

当事業年度末
(平成30年３月31日)

一般勘定 特別勘定 会社計

現預金・コールローン 378,005 9 378,014

買入金銭債権 56,122     － 56,122

金銭の信託     －     －     －

有価証券 5,291,489 310 5,291,799

公社債 2,717,529     － 2,717,529

株式 493,407     － 493,407

外国証券 1,963,553     － 1,963,553

その他の証券 116,998 310 117,309

貸付金 1,165,756     － 1,165,756

不動産 231,350     － 231,350

繰延税金資産 6,955     － 6,955

その他 90,683     － 90,683

貸倒引当金 △1,218     － △1,218

合　計 7,219,144 319 7,219,463

うち外貨建資産 2,090,095     － 2,090,095

（２）売買目的有価証券の評価損益

売買目的有価証券は、一般勘定では保有していないため、特別勘定と同様であります。なお、特別勘定の売買

目的有価証券の評価損益は、45ページをご参照ください。 

（３）有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）

売買目的有価証券以外の有価証券は、特別勘定では保有していないため、一般勘定と同様であります。なお、一

般勘定の有価証券の時価情報(売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの)は、14～17ページをご参照

ください。 

（４）金銭の信託の時価情報

　当社は、当事業年度末について残高はありません。

（５）土地等の時価情報

土地等は、特別勘定では保有していないため、一般勘定と同様であります。なお、一般勘定の土地等の時価情

報は、18ページをご参照ください。

（６）デリバティブ取引の時価情報

デリバティブ取引は、特別勘定では取り組んでいないため、一般勘定と同様であります。なお、一般勘定のデ

リバティブ取引の時価情報は、18～23ページをご参照ください。
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