
（別紙１）

部門分類：新旧対応表
▽ 新統計の部門分類 ▽ 旧統計の部門分類

金融機関 金融 

中央銀行 ←① ①← 日本銀行 

預金取扱機関 （部門細分化） 民間金融機関 

銀行等  【中小企業金融機関】 銀行等 

国内銀行 ←②  信用金庫、信用組合、労働金庫等 ②← 国内銀行

在日外銀 ←④  整理回収銀行 中小企業金融機関

農林水産金融機関 ←③  【信託】 ③← 農林水産金融機関

中小企業金融機関等 9←  合同運用金銭信託（ヒット等）、貸付信託（ビック等） ④← 在日外銀

郵便貯金 ←14 10←  指定単、特金、ファントラ等 信託 

合同運用信託 ←9  年金信託（厚生年金基金、適格退職年金） 投資信託

保険・年金基金 11←  年金信託（国民年金基金） 保険

保険 12←  公社債投信：長期公社債投信、中国ﾌｧﾝﾄﾞ、ＭＭＦ・ＭＲＦ等 ⑤← 証券会社

生命保険  株式投信：ﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾝﾄﾞﾕﾆｯﾄ等 (その他)

うち民間生命保険会社  【保険】 公的金融機関 

非生命保険  民間生命保険会社・生命保険 郵便貯金・簡保

うち民間損害保険会社 13←  民間損害保険会社・損害保険 ⑥← 資金運用部

共済保険  共済連・共済保険 ⑦← 政府金融機関

年金基金  団体年金保険（厚生年金基金、適格退職年金） （国内非金融部門）

企業年金 11←  団体年金保険（国民年金基金） 法人企業

その他年金 ←11  【その他】 公団・地方公共団体

その他金融仲介機関  証券金融会社、住専管理機構等 中央政府

証券投資信託  短資会社 個人

公社債投信  ←12  預貯金保険機構 ⑧← 海外

うちＭＭＦ・ＭＲＦ  【郵便貯金・簡保】

株式投信 14←  郵便貯金特会（金融自由化対策特別勘定を含む）

ノンバンク  簡易保険特会

ファイナンス会社  【法人企業】

債権流動化に係る特別目的会社・信託  簡易保険福祉事業団

公的金融機関  年金福祉事業団

資金運用部 ←⑥  貸金業者

政府系金融機関  債権流動化に係る特別目的会社（および金銭債権信託）

ディーラー・ブローカー  信用保証協会、証券取引所、外為ﾌﾞﾛｰｶｰ

うち証券会社 ←⑤  事業会社

単独運用信託 ←10  その他の事業団等

非仲介型金融機関  【公団・地方公共団体】

（国内非金融部門）  公団

非金融法人企業  地方公社、地方公営企業

民間非金融法人企業 15←  地方公共団体

公的非金融法人企業  【中央政府】

一般政府  社会保険を除く保険特会（貿易保険特会、自動車損害賠償責任再保険特会等）

中央政府 ←16  資金運用部以外の融資特会（産業投資特会、都市開発資金融通特会）

地方公共団体 ←15  企業特会（郵政事業特会、造幣局特会、印刷局特会、食糧管理特会等）

社会保障基金 16←  一般会計、管理特会（国債整理基金特会等）

うち公的年金  社会保険関連特会（厚生保険特会、国民年金特会、船員保険特会等）

家計　　　　 ←17  【個人】

対家計民間非営利団体 ←18  健康保険組合、共済組合

海外 ←⑧ 17←  家計　　　　

※ シャドーは独立部門として新設した部門。 18←  非営利組織（宗教法人、学校法人、社会福祉法人等）

 非営利組織（医療法人）
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（別紙２）

取引項目：新旧対応表

▽ 新統計の取引項目 　 ▽ 旧統計の取引項目

現金・預金 ①← 日銀預け金

現金 ←② （取引項目細分化） ②← 現金通貨

日銀預け金 ←① ③← 要求払預金

政府預金 ←⑥ 【非居住者預金・外貨預金】 ④← 定期性預金

流動性預金 ←③  流動性預金 ⑤← 譲渡性預金

定期性預金 ←④  定期性預金 非居住者円預金・外貨預金

譲渡性預金 ←⑤  外貨預金 ⑥← 政府当座預金

外貨預金 信託 

資金運用部預託金 ←⑭ 【信託】 年金信託

貸出 17←  合同運用の金銭の信託、単独運用の金銭の信託の一部 ⑦← 投資信託

日銀貸出金 統   合   ←  単独運用の金銭の信託（委託者毎に運用内訳が推計できるもの） 保険 

コール   ←⑪  年金信託 生命保険

買入手形・売渡手形 個人年金保険

民間金融機関貸出 【保険】 企業年金保険

住宅貸付 18←  保険準備金 損害保険

消費者信用  年金準備金 有価証券 

企業・政府等向け 政府短期証券

公的金融機関貸出金 【民間金融機関貸出金】 国債

うち住宅貸付  住宅貸付 ⑧← 地方債

非金融部門貸出金  消費者金融、クレジット 公団公庫債

割賦債権  国内の企業・政府、非営利組織向け貸出金 金融債

現先・債券貸借取引 事業債

株式以外の証券 【公的金融機関貸出金】 ⑨← 株式

政府短期証券  国内の企業・政府・非営利組織・消費者向け貸出金 ⑩← 外債

国債  住宅貸付 日銀貸出金

地方債   ←⑧ ⑪← コール

政府関係機関債 【その他対外債権債務】 買入手形・売渡手形

金融債  外貨預金 ⑫← コマーシャルペーパー

事業債  海外向け貸出金 貸出金 

居住者発行外債 ←⑩  対外証券投資 民間金融機関貸出金

ＣＰ ←⑫  その他対外債権債務 公的金融機関貸出金

投資信託受益証券 ←⑦ 企業間信用

信託受益権 ←17 【その他】 資金運用部預託金 

債権流動化関連商品 19←  出資金 ⑬←  ⑭← 厚生保険預託金

抵当証券 20←  預け金、預託金、保証金 国民年金預託金

株式・出資金 ←19 21←  その他 ⑮← 外貨準備高

うち株式 ←⑨ 貿易信用

金融派生商品 ⑯← 直接投資

フォワード系 その他対外債権債務

オプション系 その他

保険・年金準備金

保険準備金 ←18

年金準備金

預け金 ←20

企業間・貿易信用 ←⑬

未収・未払金

対外直接投資 ←⑯

対外証券投資

その他対外債権債務

うち外貨準備 ←⑮

その他 ←21 ※ シャドーは基礎データの充実化により独立取引項目として新設した項目。


