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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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

国債 1,305,837 26.5  1,592,409  31.6

地方債 199,759 4.1  195,542  3.9

社債 911,602 18.5  883,618  17.5

うち公社・公団債 790,644 16.1  743,752  14.8

株式 431,002 8.8  416,984  8.3

外国証券 1,940,464 39.4  1,860,110  36.9

公社債 1,780,537 36.2  1,705,525  33.8

株式等 159,927 3.3  154,585  3.1

その他の証券 131,533 2.7  91,683  1.8

合　計 4,920,199 100.0  5,040,350  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28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 339,587 336,429 406,277 451,841 916,480 2,469,583 4,920,199 

国債 19,883 83,117 4,994 86,932 238,706 872,203 1,305,837 

地方債 30,862 12,550 7,416 4,138 31,521 113,269 199,759 

社債 145,110 82,779 66,767 56,825 151,176 408,943 911,602 

株式 － － － － － 431,002 431,002 

外国証券 143,729 145,230 288,559 303,892 491,645 567,405 1,940,464 

公社債 136,442 144,164 285,765 303,892 491,645 418,625 1,780,537 

株式等 7,287 1,066 2,794 － － 148,779 159,927 

その他の証券 － 12,751 38,539 52 3,430 76,759 131,533 

買入金銭債権 － － 1,287 － － 81,263 82,551 

譲渡性預金 － － － － － － － 

その他 － － － － － － － 

合　計 339,587 336,429 407,565 451,841 916,480 2,550,846 5,002,750 
（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

当中間会計期間末
（平成28年９月30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  222,218  325,841  404,195  467,920  819,805  2,800,368  5,040,350

国債  11,068  74,924  7,497  130,379  177,386  1,191,153  1,592,409

地方債  22,733  14,363  5,946  10,694  41,900  99,904  195,542

社債  80,245  85,850  62,283  78,771  154,445  422,021  883,618

株式  －  －  －  －  －  416,984  416,984

外国証券  107,729  138,377  314,335  246,705  443,556  609,405  1,860,110

公社債  102,156  137,121  312,921  246,705  443,556  463,063  1,705,525

株式等  5,573  1,256  1,413      －      －  146,341  154,585

その他の証券  441  12,325  14,133  1,369  2,516  60,897  91,683

買入金銭債権      －      －  1,143      －      －  72,539  73,683

譲渡性預金      －      －      －      －      －      －      －

その他      －      －      －      －      －      －      －

合　計  222,218  325,841  405,339  467,920  819,805  2,872,907  5,114,034

（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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

水産・農林業 － －      －      －

鉱業 － －      －      －

建設業 15,625 3.6  17,671  4.2

製造業

食料品 3,588 0.8  5,649  1.4

繊維製品 2,170 0.5  130  0.0

パルプ・紙 2,055 0.5  1,850  0.4

化学 15,381 3.6  17,829  4.3

医薬品 12,237 2.8  10,400  2.5

石油・石炭製品 3,036 0.7  2,849  0.7

ゴム製品 － －  1,853  0.4

ガラス・土石製品 10 0.0  1,960  0.5

鉄鋼 8,916 2.1  9,087  2.2

非鉄金属 2,235 0.5      －      －

金属製品 288 0.1  335  0.1

機械 80,532 18.7  93,946  22.5

電気機器 24,061 5.6  20,847  5.0

輸送用機器 20,817 4.8  14,145  3.4

精密機器 17,830 4.1  16,180  3.9

その他製品 2,495 0.6  861  0.2

電気・ガス業 3,949 0.9  2,759  0.7

運輸・情報通信業

陸運業 77,982 18.1  72,896  17.5

海運業 － －      －      －

空運業 － －      －      －

倉庫・運輸関連業 367 0.1  393  0.1

情報・通信業 2,717 0.6  2,815  0.7

商業
卸売業 13,317 3.1  11,264  2.7

小売業 3,089 0.7  3,008  0.7

金融・保険業

銀行業 23,924 5.6  19,099  4.6

証券、商品先物取引業 17,079 4.0  17,896  4.3

保険業 11,511 2.7  9,772  2.3

その他金融業 20,646 4.8  22,041  5.3

不動産業 40,655 9.4  33,474  8.0

サービス業 4,477 1.0  5,963  1.4

合　計 431,002 100.0  416,984  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28年３月31日）
当中間会計期間末

（平成28年９月30日）

保険約款貸付 54,027  52,220

契約者貸付 52,554  50,755

保険料振替貸付 1,472  1,465

一般貸付 1,259,192  1,226,065

（うち非居住者貸付） (－)  (－)

企業貸付 844,501  840,070

（うち国内企業向け） (844,501) (840,070)

国・国際機関・政府関係機関貸付 4,024  3,021

公共団体・公企業貸付 105,097  101,149

住宅ローン 250,701  233,759

消費者ローン 54,573  47,796

その他 294  267

合　計 1,313,219  1,278,285

（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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

構成比 構成比

大企業
貸付先数 120 72.3  121  73.3 

金　　額 716,170 84.8  721,691  85.9

中堅企業
貸付先数 2 1.2  1  0.6

金　　額 2,108 0.2  2,000  0.2

中小企業
貸付先数 44 26.5  43  26.1

金　　額 126,223 14.9  116,379  13.9

国内企業向け

貸付計

貸付先数 166 100.0  165  100.0

金　　額 844,501 100.0  840,070  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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

国

内

向

け

製造業 105,957 8.4  102,919  8.4

食料 1,000 0.1  1,000  0.1

繊維 3,500 0.3  3,500  0.3

木材・木製品 － － － －

パルプ・紙 7,270 0.6  7,225  0.6

印刷 － － － － 

化学 34,481 2.7  33,696  2.7

石油・石炭 300 0.0  300  0.0

窯業・土石 1,000 0.1  1,000  0.1

鉄鋼 30,000 2.4  28,000  2.3

非鉄金属 700 0.1  700  0.1

金属製品 1,000 0.1  1,000  0.1

はん用・生産用・業務用機械 19,554 1.6  19,346  1.6

電気機械 3,750 0.3  3,750  0.3

輸送用機械 3,402 0.3  3,402  0.3

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 4,144 0.3  3,215  0.3

電気・ガス・熱供給・水道業 16,753 1.3  16,444  1.3

情報通信業 6,000 0.5  5,000  0.4

運輸業、郵便業 90,796 7.2  85,840  7.0

卸売業 139,000 11.0  149,000  12.2

小売業 1,780 0.1  1,780  0.1

金融業、保険業 236,629 18.8  232,936  19.0

不動産業 107,360 8.5  105,751  8.6

物品賃貸業 140,613 11.2  139,729  11.4

学術研究、専門・技術サービス業 － － － － 

宿泊業 100 0.0  90  0.0

飲食業 － － － － 

生活関連サービス業、娯楽業 85 0.0  78  0.0

教育、学習支援業 － － － － 

医療・福祉 － － － － 

その他のサービス 306 0.0  306  0.0

地方公共団体 104,097 8.3  101,149  8.2

個人（住宅・消費・納税資金等） 305,569 24.3  281,823  23.0

その他 － － － － 

合　計 1,259,192 100.0  1,226,065  100.0

海

外

向

け

政府等 － － － － 

金融機関 － － － － 

商工業（等） － － － － 

合　計 － － － － 

一般貸付計 1,259,192 100.0  1,226,065  100.0
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（７）貸付金担保別内訳

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

担保貸付 70 0.0  65  0.0

有価証券担保貸付 － － － － 

不動産・動産・財団担保貸付 70 0.0  65  0.0

指名債権担保貸付 － － － － 

保証貸付 22,166 1.8  20,172  1.6

信用貸付 931,385 74.0  924,003  75.4

その他 305,569 24.3  281,823  23.0

一般貸付計 1,259,192 100.0  1,226,065  100.0

うち劣後特約付貸付 59,500 4.7  66,500  5.4

（８）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28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 17,464 33,244 26,837 14,750 23,901 13,215 129,413

固定金利 169,026 281,093 180,291 148,741 183,581 167,043 1,129,778

一般貸付計 186,490 314,337 207,128 163,492 207,483 180,259 1,259,192

（単位：百万円）

区　分

当中間会計期間末
(平成28年９月30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  23,187  27,825  28,388  10,311  23,002  10,048  122,764

固定金利  188,100  266,147  171,822  129,941  209,219  138,069 1,103,300

一般貸付計  211,287  293,973  200,211  140,253  232,222  148,118 1,226,065
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（９）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28年３月31日)

当中間会計期間末
(平成28年９月30日)

金　額 構成比 金　額 構成比

公社債 1,821,069 89.8  1,777,930  89.8

株式 17,848 0.9  16,450  0.8

現預金・その他 137,336 6.8  130,791  6.6

小　計 1,976,254 97.4  1,925,172  97.2

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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

公社債 － －  －  －

現預金・その他 6,163 0.3  16,108  0.8

小　計 6,163 0.3  16,108  0.8

ｃ．円貨建資産

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

非居住者貸付 － －  －  －

外国公社債 22,995 1.1  14,968  0.8

外国株式等 23,596 1.2  23,359  1.2

その他 26 0.0  13  0.0

小　計 46,617 2.3  38,341  1.9

ｄ．合計（ａ＋ｂ＋ｃ）

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

海外投融資 2,029,035 100.0  1,979,622  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（中間）貸借対照表計上額としているものであります。 

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28年３月31日）

当中間会計期間末
（平成28年９月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比

米ドル 1,102,702 55.8  1,127,840  58.6

ユーロ 288,794 14.6  272,654  14.2

英ポンド 224,471 11.4  184,649  9.6

加ドル 135,340 6.8  143,872  7.5

豪ドル 155,261 7.9  133,360  6.9

その他 69,683 3.5  62,794  3.3

合　計 1,976,254 100.0  1,925,172  100.0
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③地域別構成

（単位：百万円、％）

区　分

前事業年度末
（平成28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 941,239 48.5 938,981 52.7 2,258 1.4 － －

ヨーロッパ 494,064 25.5 488,189 27.4 5,875 3.7 － －

オセアニア 137,122 7.1 137,122 7.7 － － － －

アジア 16,273 0.8 － － 16,273 10.2 － －

中南米 163,684 8.4 28,164 1.6 135,519 84.7 － －

中東 － － － － － － － －

アフリカ － － － － － － － －

国際機関 188,080 9.7 188,080 10.6 － － － －

合　計 1,940,464 100.0 1,780,537 100.0 159,927 100.0 － －

（単位：百万円、％）

区　分

当中間会計期間末
（平成28年９月30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  918,638  49.4  916,666  53.7  1,972  1.3      －  　－

ヨーロッパ  458,725  24.7  455,560  26.7  3,164  2.0      －  　－

オセアニア  119,536  6.4  119,536  7.0      －      －      －  　－

アジア  14,526  0.8      －      －  14,526  9.4      －  　－

中南米  159,180  8.6  24,258  1.4  134,922  87.3      －  　－

中東      －      －      －      －      －      －      －  　－

アフリカ      －      －      －      －      －      －      －  　－

国際機関  189,503  10.2  189,503  11.1      －      －      －  　－

合　計  1,860,110  100.0  1,705,525  100.0  154,585  100.0      －  　－
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