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2015 年 5 月 29 日 

日 本 銀 行 

決 済 機 構 局 

 

 

「決済動向」の見直しにおいて掲載を取り止めた 

計数に関する各社統計資料の参照場所等 

 

 

○  日本銀行では、本日公表した「決済動向（2015 年 4 月）」より、他の統計資料により

代替できる計数の掲載を取り止めました。掲載を取り止めた証券・デリバティブを扱う

民間決済システムの計数については、原則として、それぞれの決済システム運営主体が

公表する統計資料から入手することが可能です。詳細は「決済動向」に掲載する各社ホ

ームページへのリンクをご覧ください。また、統計資料の具体的な参照場所等は、以下

をご覧ください。 

 

改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．４ 東京金融取引所（ユーロ円 3 ヵ月

金利先物） 

東京金融取引所「統計月報」

（http://www.tfx.co.jp/mkinfo/report.shtml） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

取引数量（1 営業日平均） ・ユーロ円 3 ヵ月金利先物の「取引数量・一日平均」 

建玉数量（月末時） ・ユーロ円 3 ヵ月金利先物の「建玉数量」 

ピーク日取引数量 
・ユーロ円 3 ヵ月金利先物の「取引数量推移」で表示されている日次デー

タのうち当該期間の最大値 

日銀当座預金における決済

状況・個別行ネット決済額

ピーク・最大受(払)超額 

なし 

 

改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．５ 日本証券クリアリング機構 

5-1 国債店頭取引の清算 

日本証券クリアリング機構「統計データ（国債店頭取引）」

（http://www.jscc.co.jp/tentou/） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

清算対象取引高（債務引受

高）・数量（額面） 
・ネッティング効果の「債務引受高（額面）・一日平均」÷2 

清算対象取引高（債務引受

高）・金額 
・ネッティング効果の「債務引受金額・一日平均」÷2 

清算後決済高（証券決済・

資金決済）・数量（額面） 
・ネッティング効果の「DVP 決済高（額面）・一日平均」÷2 

清算後決済高（証券決済・

資金決済）・金額 
・ネッティング効果の「DVP 決済金額・一日平均」÷2 

 

http://www.tfx.co.jp/mkinfo/report.shtml
http://www.jscc.co.jp/tentou/
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改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．５ 日本証券クリアリング機構 

5-3 取引所取引等 DVP 決済 

日本証券クリアリング機構「統計データ」

（http://www.jscc.co.jp/torihikijyo/） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

清算対象取引高（債務引受

高）・数量・株式 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・数量ベースの全有価証券（転換社債型

新株予約権付社債を除く）に係る「債務引受高」の合計 

清算対象取引高（債務引受

高）・数量・新株予約権付社債

額面総額 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・数量ベースの転換社債型新株予約権付

社債に係る「債務引受高・売買分」 

清算対象取引高（債務引受

高）・金額・株式 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・金額ベースの全有価証券（転換社債型

新株予約権付社債を除く）に係る「債務引受額」 

清算対象取引高（債務引受

高）・金額・新株予約権付社債 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・金額ベースの転換社債に係る「債務引

受額」 

清算後決済高（証券決済・資

金決済）・数量・株式 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・数量ベースの全有価証券（転換社債型

新株予約権付社債を除く）に係る「決済高」 

清算後決済高（証券決済・資

金決済）・数量・新株予約権付

社債額面総額 

・株券等 DVP 決済（一日平均）・数量ベースの転換社債型新株予約権付

社債に係る「決済高」 

清算後決済高（証券決済・資

金決済）・金額・合計金額 
・株券等 DVP 決済（一日平均）・金額ベースの「決済金額」 

 

改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．６ ほふりクリアリング 

6-1 株式等の一般振替 DVP 決済 

証券保管振替機構「統計データ」

（http://www.jasdec.com/material/statistics） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

清算対象取引高（債務引受

高）・数量・株式 

・一般振替 DVP 制度・債務引受の状況（売買分、貸株分、貸株担保分）

の以下の取引に係る「数量」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：株式、新株予約権、協同組織金融機関の優先出資、投資

口、投資信託受益権、受益証券発行信託の受益権、外国株券等 

清算対象取引高（債務引受

高）・数量・その他 

・一般振替 DVP 制度・債務引受の状況（売買分、貸株担保分）の以下の

取引に係る「数量」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：新株予約権付社債、国債（貸株担保分のみ） 

清算対象取引高（債務引受

高）・金額・株式 

・一般振替 DVP 制度・債務引受の状況（売買分、貸株分、貸株担保分）

の以下の取引に係る「金額」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：株式、新株予約権、協同組織金融機関の優先出資、投資

口、投資信託受益権、受益証券発行信託の受益権、外国株券等 

清算対象取引高（債務引受

高）・金額・その他 

・一般振替 DVP 制度・債務引受の状況（売買分、貸株担保分）の以下の

取引に係る「金額」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：新株予約権付社債、国債（貸株担保分のみ） 

清算後資金決済高・金額 
・一般振替 DVP 制度・資金決済の状況の「総決済価額支払額」÷営業日

数 

 

http://www.jscc.co.jp/torihikijyo/
http://www.jasdec.com/material/statistics
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改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．７ 証券保管振替機構 

7-1 短期社債決済 

証券保管振替機構「統計データ」

（http://www.jasdec.com/material/statistics） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

引受（件数／金額） 
・短期社債振替制度・増加（引受）の状況・件数／数量（金額）の「増加

（引受）」÷営業日数 

引受うち DVP（件数／金額） 
・短期社債振替制度・増加（引受）の状況・件数／数量（金額）の「増加

（引受）・DVP」÷営業日数 

振替（件数／金額） 
・短期社債振替制度・振替の状況・件数／数量（金額）の「振替」÷営業

日数 

振替うち DVP（件数／金額） 
・短期社債振替制度・振替の状況・件数／数量（金額）の「振替・DVP」

÷営業日数 

償還（件数／金額） 
・短期社債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・償還・DVP」および「減少・償還・非 DVP」の合計÷営業日数 

償還うち DVP（件数／金額） 
・短期社債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・償還・DVP」÷営業日数 

買入消却（件数／金額） 
・短期社債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・買入消却・非 DVP」÷営業日数 

 

改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．７ 証券保管振替機構 

7-2 一般債決済 

証券保管振替機構「統計データ」

（http://www.jasdec.com/material/statistics） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

引受（件数／金額） 
・一般債振替制度・増加（引受）の状況・件数／数量（金額）の「増加（引

受）」÷営業日数 

引受うち DVP（件数／金額） 
・一般債振替制度・増加（引受）の状況・件数／数量（金額）の「増加（引

受）・DVP」÷営業日数 

振替（件数／金額） 
・一般債振替制度・振替の状況・件数／数量（金額）の「振替」÷営業日

数 

振替うち DVP（件数／金額） 
・一般債振替制度・振替の状況・件数／数量（金額）の「振替・DVP」÷

営業日数 

償還（件数／金額） 
・一般債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・償還・DVP」および「減少・償還・非 DVP」の合計÷営業日数 

償還うち DVP（件数／金額） 
・一般債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・償還・DVP」÷営業日数 

買入消却（件数／金額） 
・一般債振替制度・減少（償還・買入消却）の状況・件数／数量（金額）

の「減少・買入消却・非 DVP」÷営業日数 

 

http://www.jasdec.com/material/statistics
http://www.jasdec.com/material/statistics
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改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．７ 証券保管振替機構 

7-3 投資信託決済 

証券保管振替機構「統計データ」

（http://www.jasdec.com/material/statistics） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

設定（件数／金額） 

・投資信託振替制度・増加（新規記録・移行）の状況・件数／数量（金額）

の「増加・新規記録・DVP」および「増加・新規記録・非 DVP」の合計÷

営業日数 

設定うち DVP（件数／金額） 
・投資信託振替制度・増加（新規記録・移行）の状況・件数／数量（金額）

の「増加・新規記録・DVP」÷営業日数 

解約（件数／金額） 

・投資信託振替制度・減少（抹消解約・抹消償還）の状況・件数／数量（金

額）の「減少・抹消解約・DVP」および「減少・抹消解約・非 DVP」の

合計÷営業日数 

解約うち DVP（件数／金額） 
・投資信託振替制度・減少（抹消解約・抹消償還）の状況・件数／数量（金

額）の「減少・抹消解約・DVP」÷営業日数 

償還（件数／金額） 
・投資信託振替制度・減少（抹消解約・抹消償還）の状況・件数／数量（金

額）の「減少・抹消償還・非 DVP」÷営業日数 

 

改訂前の「決済動向」の目次 利用する統計 

Ⅱ．７ 証券保管振替機構 

7-4 株式等決済 

証券保管振替機構「統計データ」

（http://www.jasdec.com/material/statistics） 

系列名 上記統計の系列を用いた計算方法 

発行・株式（件数／金額） 

・株式等振替制度の以下の取引に係る増加（新規記録）の状況・件数／数

量の「増加（新規記録）」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：株式、新株予約権、優先出資、投資口、投資信託受益権、

受益証券発行信託の受益権 

発行・株式うち DVP（件数

／金額） 

・株式等振替制度の以下の取引に係る増加（新規記録）の状況・件数／数

量の「増加（新規記録）・DVP 方式による新規記録」の合計÷営業日数 

―― 対象取引：株式、優先出資、投資口 

発行・新株予約権付社債（件

数／金額） 

・株式等振替制度の新株予約権付社債に係る増加（新規記録）の状況・件

数／数量の「増加（新規記録）」÷営業日数 

発行・新株予約権付社債う

ち DVP（件数／金額） 

・株式等振替制度の新株予約権付社債に係る増加（新規記録）の状況・件

数／数量の「増加（新規記録）・DVP 方式による新規記録」÷営業日数 

償還・新株予約権付社債（件

数／金額） 

・株式等振替制度の新株予約権付社債に係る減少（抹消）の状況・件数／

数量の「減少・一部抹消・償還・DVP 方式による償還」および「減少・

一部抹消・償還・非 DVP 方式による償還」の合計÷営業日数 

償還・新株予約権付社債う

ち DVP（件数／金額） 

・株式等振替制度の新株予約権付社債に係る減少（抹消）の状況・件数／

数量の「減少・一部抹消・償還・DVP 方式による償還」÷営業日数 

 

http://www.jasdec.com/material/statistics
http://www.jasdec.com/material/statistics

