
＊ 本資料には、資金循環統計参考図表で使用している各データ系列のデータコードを

掲載しています。当該データコードを使って、時系列統計データ検索サイトから各

データを入手することができます。

データコード一覧

日本銀行調査統計局

https://www.stat-search.boj.or.jp/index.html


　時系列統計データ検索サイトでは、データコードを使って、データを入手することがで

きます。以下では、その手順について説明します。

①

②

─　ボックス内のデータコードは、大文字、小文字のいずれでも入力可能です。

③

④

⑤

（注）時系列統計データ検索サイトの使い方の詳細については、同トップページ上部に掲載されている

　　「検索・グラフ機能の使い方」を参照してください。

　　　　以　　　上

データコード一覧を使った時系列データの入手方法

「統計データ検索」画面の「データコード直接入力」のボックスに、入手したいデータ系列のデー
タコードを本書からコピー＆ペーストするか、直接入力します。データコードが複数ある場合に
は、改行してください。データコードの入力が終わったら、右下の「検索」をクリックします。

下のボックス内に、該当するデータコードおよび系列名称が表示されます。表示されたデータ系列
を選択した後、「抽出条件に追加」をクリックします。

「抽出条件」の「１．抽出対象データコード」に選択したデータコードが表示されていることを確
認し、左下の「抽出」をクリックします。

データベースからの抽出処理が完了すると、「抽出結果」画面が表示されます。抽出されたデータ
をダウンロードする場合には、右方の「ダウンロード」をクリックしてください。画面上でデータ
をみる場合には、左方の「時系列データ表示」のリンクをクリックしてください。

─　過去５年間を超える期間のデータを入手する場合には、「２．抽出対象期間」に希望するデータ始期を

　　入力してください。

トップページ（http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html）中段のメニュー「統計データ検索」の
うち「データコードによる検索」の「データコード直接入力」をクリックします。



年度 四半期

家計（合計） 資産・合計／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A900 FF'FOF_FFAS430A900

現金・預金 資産・現金・預金／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A100 FF'FOF_FFAS430A100

証券 資産・債務証券／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A300 FF'FOF_FFAS430A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／家計／ストック ＋ FF'FOF_FFYS430A334 ＋ FF'FOF_FFAS430A334

保険・年金・定型保証 資産・保険・年金・定型保証／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A400 FF'FOF_FFAS430A400

その他 家計資産合計－（現金・預金＋証券＋保険・年金・定型保証） - -

民間非金融法人企業（合計） 資産・合計／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A900 FF'FOF_FFAS411A900

現金・預金 資産・現金・預金／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A100 FF'FOF_FFAS411A100

証券 資産・債務証券／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A300 FF'FOF_FFAS411A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／民間非金融法人企業／ストック ＋ FF'FOF_FFYS411A334 ＋ FF'FOF_FFAS411A334

その他 民間非金融法人企業資産合計－（現金・預金＋証券） - -

一般政府（合計） 資産・合計／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420A900 FF'FOF_FFAS420A900

財政融資資金預託金 資産・財政融資資金預託金／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420A190 FF'FOF_FFAS420A190

証券 資産・債務証券／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420A300 FF'FOF_FFAS420A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／一般政府／ストック ＋ FF'FOF_FFYS420A334 ＋ FF'FOF_FFAS420A334

その他 一般政府資産合計－（財政融資資金預託金＋証券） - -

家計（合計） 資産・合計／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A900 FF'FOF_FFAS430A900

－ 負債・金融資産･負債差額／家計／ストック － FF'FOF_FFYS430L700 － FF'FOF_FFAS430L700

借入 負債・貸出／家計／ストック FF'FOF_FFYS430L200 FF'FOF_FFAS430L200

その他 家計負債合計－借入 - -

民間非金融法人企業（合計） 資産・合計／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A900 FF'FOF_FFAS411A900

－ 負債・金融資産･負債差額／民間非金融法人企業／ストック － FF'FOF_FFYS411L700 － FF'FOF_FFAS411L700

借入 負債・貸出／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411L200 FF'FOF_FFAS411L200

証券 負債・債務証券／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411L300 FF'FOF_FFAS411L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／民間非金融法人企業／ストック ＋ FF'FOF_FFYS411L334 ＋ FF'FOF_FFAS411L334

うち上場株式 負債・－－上場株式／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411L331 FF'FOF_FFAS411L331

その他 民間非金融法人企業負債合計－（借入＋証券） - -

一般政府（合計） 資産・合計／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420A900 FF'FOF_FFAS420A900

－ 負債・金融資産･負債差額／一般政府／ストック － FF'FOF_FFYS420L700 － FF'FOF_FFAS420L700

借入 負債・貸出／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L200 FF'FOF_FFAS420L200

証券 負債・債務証券／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L300 FF'FOF_FFAS420L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／一般政府／ストック ＋ FF'FOF_FFYS420L334 ＋ FF'FOF_FFAS420L334

その他 一般政府負債合計－（借入＋証券） - -
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（図表１）　部門別の金融資産・負債残高

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード
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年度 四半期

預金取扱機関

貸出 資産・貸出／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120A200 FF'FOF_FFAS120A200

証券 資産・債務証券／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120A300 FF'FOF_FFAS120A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／預金取扱機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS120A334 ＋ FF'FOF_FFAS120A334

保険・年金基金

貸出 資産・貸出／保険・年金基金／ストック FF'FOF_FFYS130A200 FF'FOF_FFAS130A200

証券 資産・債務証券／保険・年金基金／ストック FF'FOF_FFYS130A300 FF'FOF_FFAS130A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／保険・年金基金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS130A334 ＋ FF'FOF_FFAS130A334

その他の金融機関

貸出 資産・貸出／その他金融仲介機関／ストック FF'FOF_FFYS150A200 FF'FOF_FFAS150A200

＋ 資産・貸出／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160A200 ＋ FF'FOF_FFAS160A200

＋ 資産・貸出／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210A200 ＋ FF'FOF_FFAS210A200

証券 資産・債務証券／その他金融仲介機関／ストック FF'FOF_FFYS150A300 FF'FOF_FFAS150A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／その他金融仲介機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS150A334 ＋ FF'FOF_FFAS150A334

＋ 資産・債務証券／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160A300 ＋ FF'FOF_FFAS160A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160A334 ＋ FF'FOF_FFAS160A334

＋ 資産・債務証券／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210A300 ＋ FF'FOF_FFAS210A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210A334 ＋ FF'FOF_FFAS210A334

預金取扱機関

預金 負債・現金・預金／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120L100 FF'FOF_FFAS120L100

証券 負債・債務証券／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120L300 FF'FOF_FFAS120L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／預金取扱機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS120L334 ＋ FF'FOF_FFAS120L334

保険・年金基金

保険・年金・定型保証 負債・保険・年金・定型保証／保険・年金基金／ストック FF'FOF_FFYS130L400 FF'FOF_FFAS130L400

その他の金融機関

財政融資資金預託金 負債・財政融資資金預託金／その他金融仲介機関／ストック FF'FOF_FFYS150L190 FF'FOF_FFAS150L190

借入 負債・貸出／その他金融仲介機関／ストック FF'FOF_FFYS150L200 FF'FOF_FFAS150L200

＋ 負債・貸出／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160L200 ＋ FF'FOF_FFAS160L200

＋ 負債・貸出／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210L200 ＋ FF'FOF_FFAS210L200

証券 負債・債務証券／その他金融仲介機関／ストック FF'FOF_FFYS150L300 FF'FOF_FFAS150L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／その他金融仲介機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS150L334 ＋ FF'FOF_FFAS150L334

＋ 負債・債務証券／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160L300 ＋ FF'FOF_FFAS160L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／証券投資信託／ストック ＋ FF'FOF_FFYS160L334 ＋ FF'FOF_FFAS160L334

＋ 負債・債務証券／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210L300 ＋ FF'FOF_FFAS210L300

＋ 負債・株式等・投資信託受益証券／公的専属金融機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS210L334 ＋ FF'FOF_FFAS210L334

貸出 資産・貸出／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110A200 FF'FOF_FFAS110A200

証券 資産・債務証券／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110A300 FF'FOF_FFAS110A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／中央銀行／ストック ＋ FF'FOF_FFYS110A334 ＋ FF'FOF_FFAS110A334

現金 負債・－現金／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110L110 FF'FOF_FFAS110L110

日銀預け金 負債・－日銀預け金／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110L120 FF'FOF_FFAS110L120

海外（合計） 資産・合計／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A900 FF'FOF_FFAS500A900

証券 資産・債務証券／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A300 FF'FOF_FFAS500A300

＋ 資産・株式等・投資信託受益証券／海外／ストック ＋ FF'FOF_FFYS500A334 ＋ FF'FOF_FFAS500A334

貸出 資産・貸出／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A200 FF'FOF_FFAS500A200

その他 海外資産合計－（証券＋貸出） - -

海外（合計） 資産・合計／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A900 FF'FOF_FFAS500A900

－ 負債・金融資産･負債差額／海外／ストック － FF'FOF_FFYS500L700 － FF'FOF_FFAS500L700

証券 負債・対外証券投資／海外／ストック FF'FOF_FFYS500L540 FF'FOF_FFAS500L540

借入 負債・貸出／海外／ストック FF'FOF_FFYS500L200 FF'FOF_FFAS500L200

その他 海外負債合計－（証券＋借入） - -
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（図表１）　部門別の金融資産・負債残高

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード
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年度 四半期

現金・預金 FF'FOF_FFYF430A100 FF'FOF_FFAF430A100

債務証券 FF'FOF_FFYF430A300 FF'FOF_FFAF430A300

株式等 FF'FOF_FFYF430A330 FF'FOF_FFAF430A330

投資信託 FF'FOF_FFYF430A318 FF'FOF_FFAF430A318

－ － FF'FOF_FFYF430L240 － FF'FOF_FFAF430L240

－ － FF'FOF_FFYF430L250 － FF'FOF_FFAF430L250

保険・年金・定型保証 FF'FOF_FFYF430A400 FF'FOF_FFAF430A400

その他 - -

資金過不足 FF'FOF_FFYF430L700 FF'FOF_FFAF430L700

年度 四半期

現金・預金 FF'FOF_FFYF411A100 FF'FOF_FFAF411A100

対外証券投資 FF'FOF_FFYF411A540 FF'FOF_FFAF411A540

FF'FOF_FFYF411A300 FF'FOF_FFAF411A300

＋ ＋ FF'FOF_FFYF411A334 ＋ FF'FOF_FFAF411A334

－ － FF'FOF_FFYF411L300 － FF'FOF_FFAF411L300

－ － FF'FOF_FFYF411L334 － FF'FOF_FFAF411L334

対外直接投資 FF'FOF_FFYF411A530 FF'FOF_FFAF411A530

－ － FF'FOF_FFYF411L240 － FF'FOF_FFAF411L240

－ － FF'FOF_FFYF411L250 － FF'FOF_FFAF411L250

その他 - -

資金過不足 FF'FOF_FFYF411L700 FF'FOF_FFAF411L700

資産・現金・預金／家計／フロー

資産・債務証券／家計／フロー

負債・資金過不足／家計／フロー

資産・－株式等／家計／フロー

金融機関借入

負債・－民間金融機関貸出／家計／フロー

負債・－公的金融機関貸出／家計／フロー

資産・保険・年金・定型保証／家計／フロー

資金過不足－（現金・預金＋債務証券＋株式等＋投資信託＋金
融機関借入＋保険・年金・定型保証）

資産・－投資信託受益証券／家計／フロー

資産・対外直接投資／民間非金融法人企業／フロー

金融機関借入

負債・－民間金融機関貸出／民間非金融法人企業／フロー

負債・－公的金融機関貸出／民間非金融法人企業／フロー

資金過不足－（現金・預金＋対外証券投資＋国内証券（運用―調
達）＋対外直接投資＋金融機関借入）

負債・資金過不足／民間非金融法人企業／フロー

資産・対外証券投資／民間非金融法人企業／フロー

国内証券（運用―調達）

運
用

資産・債務証券／民間非金融法人企業／フロー

資産・株式等・投資信託受益証券／民間非金融法人企業／フロー

調
達

負債・債務証券／民間非金融法人企業／フロー

負債・株式等・投資信託受益証券／民間非金融法人企業／フロー

（図表２）　家計と民間非金融法人企業の資金過不足

②民間非金融法人企業の資金過不足

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード

資産・現金・預金／民間非金融法人企業／フロー

①家計の資金過不足

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード
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年度 四半期

資産・現金・預金／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A100 FF'FOF_FFAS430A100

資産・債務証券／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A300 FF'FOF_FFAS430A300

資産・－投資信託受益証券／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A318 FF'FOF_FFAS430A318

資産・－株式等／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A330 FF'FOF_FFAS430A330

資産・保険・年金・定型保証／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A400 FF'FOF_FFAS430A400

うち保険 資産・－非生命保険準備金／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A401 FF'FOF_FFAS430A401

＋ 資産・－生命保険受給権／家計／ストック ＋ FF'FOF_FFYS430A402 ＋ FF'FOF_FFAS430A402

＋ 資産・－年金保険受給権／家計／ストック ＋ FF'FOF_FFYS430A403 ＋ FF'FOF_FFAS430A403

金融資産計－（現金・預金＋債務証券＋投資信
託＋株式等＋保険・年金・定型保証）

- -

資産・合計／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A900 FF'FOF_FFAS430A900

年度 四半期

残
高

資産・債務証券／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A300 FF'FOF_FFAS430A300

取
引
額

資産・債務証券／家計／フロー FF'FOF_FFYF430A300 FF'FOF_FFAF430A300

調
整
額

資産・債務証券／家計／調整 FF'FOF_FFYR430A300 FF'FOF_FFAR430A300

残
高

資産・－投資信託受益証券／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A318 FF'FOF_FFAS430A318

取
引
額

資産・－投資信託受益証券／家計／フロー FF'FOF_FFYF430A318 FF'FOF_FFAF430A318

調
整
額

資産・－投資信託受益証券／家計／調整 FF'FOF_FFYR430A318 FF'FOF_FFAR430A318

残
高

資産・－株式等／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A330 FF'FOF_FFAS430A330

取
引
額

資産・－株式等／家計／フロー FF'FOF_FFYF430A330 FF'FOF_FFAF430A330

調
整
額

資産・－株式等／家計／調整 FF'FOF_FFYR430A330 FF'FOF_FFAR430A330

資産・－非生命保険準備金／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A401 FF'FOF_FFAS430A401

＋ 資産・－生命保険受給権／家計／ストック ＋ FF'FOF_FFYS430A402 ＋ FF'FOF_FFAS430A402

＋ 資産・－年金保険受給権／家計／ストック ＋ FF'FOF_FFYS430A403 ＋ FF'FOF_FFAS430A403

資産・－非生命保険準備金／家計／フロー FF'FOF_FFYF430A401 FF'FOF_FFAF430A401

＋ 資産・－生命保険受給権／家計／フロー ＋ FF'FOF_FFYF430A402 ＋ FF'FOF_FFAF430A402

＋ 資産・－年金保険受給権／家計／フロー ＋ FF'FOF_FFYF430A403 ＋ FF'FOF_FFAF430A403

資産・－非生命保険準備金／家計／調整 FF'FOF_FFYR430A401 FF'FOF_FFAR430A401

＋ 資産・－生命保険受給権／家計／調整 ＋ FF'FOF_FFYR430A402 ＋ FF'FOF_FFAR430A402

＋ 資産・－年金保険受給権／家計／調整 ＋ FF'FOF_FFYR430A403 ＋ FF'FOF_FFAR430A403

（図表３－１）　家計の金融資産

系列名称および算式

（図表３－２）　家計の金融資産残高（債務証券、投資信託、株式等、保険）

系列名称および算式

データコード

データコード

債務証券

その他

参考図表内項目名称

現金・預金

取
引
額

保険

債務証券

投資信託

株式等

調
整
額

投資信託

金融資産計

株式等

参考図表内項目名称

保険・年金・定型保証

残
高

- 4 -



年度 四半期

借入
貸出（簿価ベース）／民間非金融法人企業の金融負債残高（簿価・
額面ベース）

FF'FOF_FFYB411L200 FF'FOF_FFAB411L200

債務証券
債務証券（額面ベース）／民間非金融法人企業の金融負債残高（簿
価・額面ベース）

FF'FOF_FFYB411L300 FF'FOF_FFAB411L300

株式等・投資信託受益証券
株式等・投資信託受益証券（簿価ベース）／民間非金融法人企業の
金融負債残高（簿価・額面ベース）

FF'FOF_FFYB411L334 FF'FOF_FFAB411L334

預け金 預け金／民間非金融法人企業の金融負債残高（簿価・額面ベース） FF'FOF_FFYB411L500 FF'FOF_FFAB411L500

企業間・貿易信用
企業間・貿易信用／民間非金融法人企業の金融負債残高（簿価・額
面ベース）

FF'FOF_FFYB411L510 FF'FOF_FFAB411L510

その他
その他（「保険・年金・定型保証」「金融派生商品・雇用者ストックオプ
ション」「未収・未払金」「その他対外債権債務」「その他」の合計）／民
間非金融法人企業の金融負債残高（簿価・額面ベース）

FF'FOF_FFYB411L600 FF'FOF_FFAB411L600

金融負債計
金融負債残高合計／民間非金融法人企業の金融負債残高（簿価・
額面ベース）

FF'FOF_FFYB411L900 FF'FOF_FFAB411L900

（注）簿価、額面ベースの計数。

年度 四半期

現金・預金 資産・現金・預金／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A100 FF'FOF_FFAS411A100

債務証券 資産・債務証券／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A300 FF'FOF_FFAS411A300

株式等 資産・－株式等／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A330 FF'FOF_FFAS411A330

企業間・貿易信用 資産・企業間・貿易信用／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A510 FF'FOF_FFAS411A510

対外直接投資 資産・対外直接投資／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A530 FF'FOF_FFAS411A530

対外証券投資 資産・対外証券投資／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A540 FF'FOF_FFAS411A540

その他
金融資産計－（現金・預金＋債務証券＋株式等＋企業間・貿易信用
＋対外直接投資＋対外証券投資）

- -

金融資産計 資産・合計／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411A900 FF'FOF_FFAS411A900

年度 四半期

民間金融機関貸出計 資産・－民間金融機関貸出／金融機関／ストック FF'FOF_FFYS100A240 FF'FOF_FFAS100A240

一般政府向け 負債・－民間金融機関貸出／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L240 FF'FOF_FFAS420L240

民間非金融法人企業向け 負債・－民間金融機関貸出／民間非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS411L240 FF'FOF_FFAS411L240

家計向け 負債・－民間金融機関貸出／家計／ストック FF'FOF_FFYS430L240 FF'FOF_FFAS430L240

海外向け 負債・－民間金融機関貸出／海外／ストック FF'FOF_FFYS500L240 FF'FOF_FFAS500L240

金融機関向け 負債・－民間金融機関貸出／金融機関／ストック FF'FOF_FFYS100L240 FF'FOF_FFAS100L240

負債・－民間金融機関貸出／公的非金融法人企業／ストック FF'FOF_FFYS412L240 FF'FOF_FFAS412L240

＋ 負債・－民間金融機関貸出／対家計民間非営利団体／ストック ＋ FF'FOF_FFYS440L240 ＋ FF'FOF_FFAS440L240

（注）時価ベースの計数。

（図表４－１）　民間非金融法人企業の金融負債

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード

（図表４－２）　民間非金融法人企業の金融資産

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード

参考図表内項目名称

その他

（図表５）　民間金融機関貸出の内訳

系列名称および算式
データコード
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年度 四半期

負債・－国庫短期証券／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L310 FF'FOF_FFAS420L310

＋ 負債・－国債・財投債／一般政府／ストック ＋ FF'FOF_FFYS420L311 ＋ FF'FOF_FFAS420L311

負債・債務証券／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L300 FF'FOF_FFAS420L300

－ 負債・－国庫短期証券／一般政府／ストック － FF'FOF_FFYS420L310 － FF'FOF_FFAS420L310

－ 負債・－国債・財投債／一般政府／ストック － FF'FOF_FFYS420L311 － FF'FOF_FFAS420L311

公的金融機関借入 負債・－公的金融機関貸出／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420L250 FF'FOF_FFAS420L250

その他
金融負債残高計－（国債等＋債務証券（除く国債等）＋公的
金融機関借入）

- -

資産・合計／一般政府／ストック FF'FOF_FFYS420A900 FF'FOF_FFAS420A900

－ 負債・金融資産・負債差額／一般政府／ストック － FF'FOF_FFYS420L700 － FF'FOF_FFAS420L700

年度 四半期

国債等計 負債・－国庫短期証券／中央政府／ストック FF'FOF_FFYS421L310 FF'FOF_FFAS421L310

＋ 負債・－国庫短期証券／財政融資資金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS181L310 ＋ FF'FOF_FFAS181L310

＋ 負債・－国債・財投債／中央政府／ストック ＋ FF'FOF_FFYS421L311 ＋ FF'FOF_FFAS421L311

＋ 負債・－国債・財投債／財政融資資金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS181L311 ＋ FF'FOF_FFAS181L311

中央銀行 資産・－国庫短期証券／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110A310 FF'FOF_FFAS110A310

＋ 資産・－国債・財投債／中央銀行／ストック ＋ FF'FOF_FFYS110A311 ＋ FF'FOF_FFAS110A311

預金取扱機関 資産・－国庫短期証券／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120A310 FF'FOF_FFAS120A310

＋ 資産・－国債・財投債／預金取扱機関／ストック ＋ FF'FOF_FFYS120A311 ＋ FF'FOF_FFAS120A311

保険・年金基金 資産・－国庫短期証券／保険・年金基金／ストック FF'FOF_FFYS130A310 FF'FOF_FFAS130A310

＋ 資産・－国債・財投債／保険・年金基金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS130A311 ＋ FF'FOF_FFAS130A311

公的年金 資産・－国庫短期証券／うち公的年金／ストック FF'FOF_FFYS424A310 FF'FOF_FFAS424A310

＋ 資産・－国債・財投債／うち公的年金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS424A311 ＋ FF'FOF_FFAS424A311

家計 資産・－国債・財投債／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A311 FF'FOF_FFAS430A311

海外 資産・－国庫短期証券／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A310 FF'FOF_FFAS500A310

＋ 資産・－国債・財投債／海外／ストック ＋ FF'FOF_FFYS500A311 ＋ FF'FOF_FFAS500A311

その他
国債等計－（中央銀行＋預金取扱機関＋保険・年金基金＋
公的年金＋家計＋海外）

- -

年度 四半期

国債・財投債計 負債・－国債・財投債／中央政府／ストック FF'FOF_FFYS421L311 FF'FOF_FFAS421L311

＋ 負債・－国債・財投債／財政融資資金／ストック ＋ FF'FOF_FFYS181L311 ＋ FF'FOF_FFAS181L311

中央銀行 資産・－国債・財投債／中央銀行／ストック FF'FOF_FFYS110A311 FF'FOF_FFAS110A311

預金取扱機関 資産・－国債・財投債／預金取扱機関／ストック FF'FOF_FFYS120A311 FF'FOF_FFAS120A311

保険・年金基金 資産・－国債・財投債／保険・年金基金／ストック FF'FOF_FFYS130A311 FF'FOF_FFAS130A311

公的年金 資産・－国債・財投債／うち公的年金／ストック FF'FOF_FFYS424A311 FF'FOF_FFAS424A311

家計 資産・－国債・財投債／家計／ストック FF'FOF_FFYS430A311 FF'FOF_FFAS430A311

海外 資産・－国債・財投債／海外／ストック FF'FOF_FFYS500A311 FF'FOF_FFAS500A311

その他
国債・財投債計－（中央銀行＋預金取扱機関＋保険・年金基
金＋公的年金＋家計＋海外）

- -

データコード

（図表６－２）　①～④国債等の保有者内訳

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード

参考図表内項目名称 系列名称および算式
データコード

（図表６－１）　一般政府の金融負債

参考図表内項目名称

金融負債残高計

債務証券（除く国債等）

国債等

（図表６－２）　⑤国債・財投債の保有者内訳

系列名称および算式
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年度 四半期 年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G100 FF'FOF_FFALC06G100
合計　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G110 FF'FOF_FFALC06G110

合計　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC06G410 FF'FOF_FFALC06G410

短期
短期　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T100 FF'FOF_FFALC06T100
短期　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T110 FF'FOF_FFALC06T110

短期　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC06T410 FF'FOF_FFALC06T410

長期
長期　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C100 FF'FOF_FFALC06C100
長期　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C110 FF'FOF_FFALC06C110

長期　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC06C410 FF'FOF_FFALC06C410

保有部門：金融機関／残高　発行部門：特別目
的会社・信託／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G100 FF'FOF_FFALC07G100
保有部門：中央銀行／残高　発行部門：特別目
的会社・信託／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G110 FF'FOF_FFALC07G110
保有部門：非金融法人企業／残高　発行部門：
特別目的会社・信託／国内発行債券の発行体
別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G410 FF'FOF_FFALC07G410

合計　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08G100 FF'FOF_FFALC08G100

合計　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08G110 FF'FOF_FFALC08G110

合計　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYLC08G410 FF'FOF_FFALC08G410

短期

短期　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08T100 FF'FOF_FFALC08T100

短期　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08T110 FF'FOF_FFALC08T110

短期　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYLC08T410 FF'FOF_FFALC08T410

長期

長期　保有部門：金融機関／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08C100 FF'FOF_FFALC08C100

長期　保有部門：中央銀行／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08C110 FF'FOF_FFALC08C110

長期　保有部門：非金融法人企業／残高　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYLC08C410 FF'FOF_FFALC08C410

保有部門：金融機関／残高　発行部門：地方公
共団体／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G100 FF'FOF_FFALC09G100
保有部門：中央銀行／残高　発行部門：地方公
共団体／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G110 FF'FOF_FFALC09G110
保有部門：非金融法人企業／残高　発行部門：
地方公共団体／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G410 FF'FOF_FFALC09G410

保有部門：金融機関／残高　発行部門：政府関
係機関／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G100 FF'FOF_FFALC10G100
保有部門：中央銀行／残高　発行部門：政府関
係機関／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G110 FF'FOF_FFALC10G110
保有部門：非金融法人企業／残高　発行部門：
政府関係機関／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G410 FF'FOF_FFALC10G410

保有部門：金融機関／残高　発行部門：全部門
計／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G100 FF'FOF_FFALC11G100
保有部門：中央銀行／残高　発行部門：全部門
計／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G110 FF'FOF_FFALC11G110
保有部門：非金融法人企業／残高　発行部門：
全部門計／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G410 FF'FOF_FFALC11G410

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

①残高

系列名称および算式
データコードデータコード

うち中央銀行

特別目的会社・信託

金融・非金融法人企業

地方公共団体

系列名称および算式

合計

政府関係機関

系列名称および算式

非金融法人企業
金融機関

データコード

中央政府
　＋財政融資資金

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G421 FF'FOF_FFALC06G421

合計　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06G422 FF'FOF_FFALC06G422

合計　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06G423 FF'FOF_FFALC06G423

短期
短期　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T421 FF'FOF_FFALC06T421

短期　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06T422 FF'FOF_FFALC06T422

短期　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06T423 FF'FOF_FFALC06T423

長期
長期　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行
体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C421 FF'FOF_FFALC06C421

長期　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06C422 FF'FOF_FFALC06C422

長期　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC06C423 FF'FOF_FFALC06C423

保有部門：中央政府／残高　発行部門：特別目
的会社・信託／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G421 FF'FOF_FFALC07G421
保有部門：地方公共団体／残高　発行部門：特
別目的会社・信託／国内発行債券の発行体別
かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G422 FF'FOF_FFALC07G422
保有部門：社会保障基金／残高　発行部門：特
別目的会社・信託／国内発行債券の発行体別
かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G423 FF'FOF_FFALC07G423

合計　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08G421 FF'FOF_FFALC08G421

合計　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08G422 FF'FOF_FFALC08G422

合計　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08G423 FF'FOF_FFALC08G423

短期

短期　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08T421 FF'FOF_FFALC08T421

短期　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08T422 FF'FOF_FFALC08T422

短期　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08T423 FF'FOF_FFALC08T423

長期

長期　保有部門：中央政府／残高　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYLC08C421 FF'FOF_FFALC08C421

長期　保有部門：地方公共団体／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08C422 FF'FOF_FFALC08C422

長期　保有部門：社会保障基金／残高　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC08C423 FF'FOF_FFALC08C423

保有部門：中央政府／残高　発行部門：地方公
共団体／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G421 FF'FOF_FFALC09G421
保有部門：地方公共団体／残高　発行部門：地
方公共団体／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G422 FF'FOF_FFALC09G422
保有部門：社会保障基金／残高　発行部門：地
方公共団体／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G423 FF'FOF_FFALC09G423

保有部門：中央政府／残高　発行部門：政府関
係機関／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G421 FF'FOF_FFALC10G421
保有部門：地方公共団体／残高　発行部門：政
府関係機関／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G422 FF'FOF_FFALC10G422
保有部門：社会保障基金／残高　発行部門：政
府関係機関／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G423 FF'FOF_FFALC10G423

保有部門：中央政府／残高　発行部門：全部門
計／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G421 FF'FOF_FFALC11G421
保有部門：地方公共団体／残高　発行部門：全
部門計／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G422 FF'FOF_FFALC11G422
保有部門：社会保障基金／残高　発行部門：全
部門計／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G423 FF'FOF_FFALC11G423合計

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

政府関係機関

系列名称および算式
データコード

金融・非金融法人企業

系列名称および算式
データコード

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

①残高

一般政府

中央政府 地方公共団体 社会保障基金

系列名称および算式
データコード

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：家計／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G430 FF'FOF_FFALC06G430
合計　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：金
融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G440 FF'FOF_FFALC06G440

短期
短期　保有部門：家計／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T430 FF'FOF_FFALC06T430
短期　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：金
融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T440 FF'FOF_FFALC06T440

長期
長期　保有部門：家計／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C430 FF'FOF_FFALC06C430
長期　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：金
融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別
残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C440 FF'FOF_FFALC06C440

保有部門：家計／残高　発行部門：特別目的会社・信託／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G430 FF'FOF_FFALC07G430
保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：特別目
的会社・信託／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・
フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G440 FF'FOF_FFALC07G440

合計　保有部門：家計／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08G430 FF'FOF_FFALC08G430
合計　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：中
央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08G440 FF'FOF_FFALC08G440

短期
短期　保有部門：家計／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08T430 FF'FOF_FFALC08T430
短期　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：中
央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08T440 FF'FOF_FFALC08T440

長期
長期　保有部門：家計／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08C430 FF'FOF_FFALC08C430
長期　保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：中
央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有
者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08C440 FF'FOF_FFALC08C440

保有部門：家計／残高　発行部門：地方公共団体／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G430 FF'FOF_FFALC09G430
保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：地方公
共団体／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G440 FF'FOF_FFALC09G440

保有部門：家計／残高　発行部門：政府関係機関／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G430 FF'FOF_FFALC10G430
保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：政府関
係機関／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G440 FF'FOF_FFALC10G440

保有部門：家計／残高　発行部門：全部門計／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G430 FF'FOF_FFALC11G430
保有部門：対家計民間非営利団体／残高　発行部門：全部門
計／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G440 FF'FOF_FFALC11G440

政府関係機関

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

金融・非金融法人企業

家計 対家計民間非営利団体

合計

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

①残高

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：海外／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G500 FF'FOF_FFALC06G500
合計　保有部門：全部門計／残高　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06G900 FF'FOF_FFALC06G900

短期
短期　保有部門：海外／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T500 FF'FOF_FFALC06T500
短期　保有部門：全部門計／残高　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06T900 FF'FOF_FFALC06T900

長期
長期　保有部門：海外／残高　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C500 FF'FOF_FFALC06C500
長期　保有部門：全部門計／残高　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC06C900 FF'FOF_FFALC06C900

保有部門：海外／残高　発行部門：特別目的会社・信託／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC07G500 FF'FOF_FFALC07G500
保有部門：全部門計／残高　発行部門：特別目的会社・信託／
国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYLC07G900 FF'FOF_FFALC07G900

合計　保有部門：海外／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08G500 FF'FOF_FFALC08G500
合計　保有部門：全部門計／残高　発行部門：中央政府＋財政
融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08G900 FF'FOF_FFALC08G900

短期
短期　保有部門：海外／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08T500 FF'FOF_FFALC08T500
短期　保有部門：全部門計／残高　発行部門：中央政府＋財政
融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08T900 FF'FOF_FFALC08T900

長期
長期　保有部門：海外／残高　発行部門：中央政府＋財政融資
資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08C500 FF'FOF_FFALC08C500
長期　保有部門：全部門計／残高　発行部門：中央政府＋財政
融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC08C900 FF'FOF_FFALC08C900

保有部門：海外／残高　発行部門：地方公共団体／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G500 FF'FOF_FFALC09G500
保有部門：全部門計／残高　発行部門：地方公共団体／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC09G900 FF'FOF_FFALC09G900

保有部門：海外／残高　発行部門：政府関係機関／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G500 FF'FOF_FFALC10G500
保有部門：全部門計／残高　発行部門：政府関係機関／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC10G900 FF'FOF_FFALC10G900

保有部門：海外／残高　発行部門：全部門計／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G500 FF'FOF_FFALC11G500
保有部門：全部門計／残高　発行部門：全部門計／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYLC11G900 FF'FOF_FFALC11G900

政府関係機関

合計

データコード

地方公共団体

金融・非金融法人企業

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

①残高

海外 合計

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06G100 FF'FOF_FFAFC06G100

合計　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06G110 FF'FOF_FFAFC06G110

合計　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：金融・非金融法人企業／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC06G410 FF'FOF_FFAFC06G410

短期

短期　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06T100 FF'FOF_FFAFC06T100

短期　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06T110 FF'FOF_FFAFC06T110

短期　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：金融・非金融法人企業／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC06T410 FF'FOF_FFAFC06T410

長期

長期　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06C100 FF'FOF_FFAFC06C100

長期　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06C110 FF'FOF_FFAFC06C110

長期　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：金融・非金融法人企業／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC06C410 FF'FOF_FFAFC06C410

保有部門：金融機関／フロー　発行部門：特別
目的会社・信託／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G100 FF'FOF_FFAFC07G100
保有部門：中央銀行／フロー　発行部門：特別
目的会社・信託／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G110 FF'FOF_FFAFC07G110

保有部門：非金融法人企業／フロー　発行部
門：特別目的会社・信託／国内発行債券の発
行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC07G410 FF'FOF_FFAFC07G410

合計　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08G100 FF'FOF_FFAFC08G100

合計　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08G110 FF'FOF_FFAFC08G110

合計　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC08G410 FF'FOF_FFAFC08G410

短期

短期　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08T100 FF'FOF_FFAFC08T100

短期　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08T110 FF'FOF_FFAFC08T110

短期　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC08T410 FF'FOF_FFAFC08T410

長期

長期　保有部門：金融機関／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08C100 FF'FOF_FFAFC08C100

長期　保有部門：中央銀行／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08C110 FF'FOF_FFAFC08C110

長期　保有部門：非金融法人企業／フロー　発
行部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC08C410 FF'FOF_FFAFC08C410

保有部門：金融機関／フロー　発行部門：地方
公共団体／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G100 FF'FOF_FFAFC09G100
保有部門：中央銀行／フロー　発行部門：地方
公共団体／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G110 FF'FOF_FFAFC09G110
保有部門：非金融法人企業／フロー　発行部
門：地方公共団体／国内発行債券の発行体別
かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G410 FF'FOF_FFAFC09G410

保有部門：金融機関／フロー　発行部門：政府
関係機関／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G100 FF'FOF_FFAFC10G100
保有部門：中央銀行／フロー　発行部門：政府
関係機関／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G110 FF'FOF_FFAFC10G110
保有部門：非金融法人企業／フロー　発行部
門：政府関係機関／国内発行債券の発行体別
かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G410 FF'FOF_FFAFC10G410

保有部門：金融機関／フロー　発行部門：全部
門計／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G100 FF'FOF_FFAFC11G100
保有部門：中央銀行／フロー　発行部門：全部
門計／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G110 FF'FOF_FFAFC11G110
保有部門：非金融法人企業／フロー　発行部
門：全部門計／国内発行債券の発行体別かつ
保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G410 FF'FOF_FFAFC11G410

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

②フロー

非金融法人企業

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

うち中央銀行

金融・非金融法人企業

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

系列名称および算式
データコード

金融機関

政府関係機関

合計

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06G421 FF'FOF_FFAFC06G421

合計　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06G422 FF'FOF_FFAFC06G422

合計　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06G423 FF'FOF_FFAFC06G423

短期

短期　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06T421 FF'FOF_FFAFC06T421

短期　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06T422 FF'FOF_FFAFC06T422

短期　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06T423 FF'FOF_FFAFC06T423

長期

長期　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：金融・非金融法人企業／国内発行債券の
発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC06C421 FF'FOF_FFAFC06C421

長期　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06C422 FF'FOF_FFAFC06C422

長期　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：金融・非金融法人企業／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC06C423 FF'FOF_FFAFC06C423

保有部門：中央政府／フロー　発行部門：特別
目的会社・信託／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G421 FF'FOF_FFAFC07G421
保有部門：地方公共団体／フロー　発行部門：
特別目的会社・信託／国内発行債券の発行体
別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G422 FF'FOF_FFAFC07G422
保有部門：社会保障基金／フロー　発行部門：
特別目的会社・信託／国内発行債券の発行体
別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G423 FF'FOF_FFAFC07G423

合計　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08G421 FF'FOF_FFAFC08G421

合計　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08G422 FF'FOF_FFAFC08G422

合計　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08G423 FF'FOF_FFAFC08G423

短期

短期　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08T421 FF'FOF_FFAFC08T421

短期　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08T422 FF'FOF_FFAFC08T422

短期　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08T423 FF'FOF_FFAFC08T423

長期

長期　保有部門：中央政府／フロー　発行部
門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部
門別）

FF'FOF_FFYFC08C421 FF'FOF_FFAFC08C421

長期　保有部門：地方公共団体／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08C422 FF'FOF_FFAFC08C422

長期　保有部門：社会保障基金／フロー　発行
部門：中央政府＋財政融資資金／国内発行債
券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC08C423 FF'FOF_FFAFC08C423

保有部門：中央政府／フロー　発行部門：地方
公共団体／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G421 FF'FOF_FFAFC09G421
保有部門：地方公共団体／フロー　発行部門：
地方公共団体／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G422 FF'FOF_FFAFC09G422
保有部門：社会保障基金／フロー　発行部門：
地方公共団体／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G423 FF'FOF_FFAFC09G423

保有部門：中央政府／フロー　発行部門：政府
関係機関／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G421 FF'FOF_FFAFC10G421
保有部門：地方公共団体／フロー　発行部門：
政府関係機関／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G422 FF'FOF_FFAFC10G422
保有部門：社会保障基金／フロー　発行部門：
政府関係機関／国内発行債券の発行体別か
つ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G423 FF'FOF_FFAFC10G423

保有部門：中央政府／フロー　発行部門：全部
門計／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G421 FF'FOF_FFAFC11G421
保有部門：地方公共団体／フロー　発行部門：
全部門計／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G422 FF'FOF_FFAFC11G422
保有部門：社会保障基金／フロー　発行部門：
全部門計／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G423 FF'FOF_FFAFC11G423

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

②フロー

一般政府

中央政府 地方公共団体 社会保障基金

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

金融・非金融法人企業

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

政府関係機関

合計

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：家計／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06G430 FF'FOF_FFAFC06G430
合計　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06G440 FF'FOF_FFAFC06G440

短期
短期　保有部門：家計／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06T430 FF'FOF_FFAFC06T430
短期　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06T440 FF'FOF_FFAFC06T440

長期
長期　保有部門：家計／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06C430 FF'FOF_FFAFC06C430
長期　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
金融・非金融法人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者
別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06C440 FF'FOF_FFAFC06C440

保有部門：家計／フロー　発行部門：特別目的会社・信託／国
内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC07G430 FF'FOF_FFAFC07G430
保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：特別目
的会社・信託／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・
フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC07G440 FF'FOF_FFAFC07G440

合計　保有部門：家計／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08G430 FF'FOF_FFAFC08G430
合計　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08G440 FF'FOF_FFAFC08G440

短期
短期　保有部門：家計／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08T430 FF'FOF_FFAFC08T430
短期　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08T440 FF'FOF_FFAFC08T440

長期
長期　保有部門：家計／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08C430 FF'FOF_FFAFC08C430
長期　保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：
中央政府＋財政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保
有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08C440 FF'FOF_FFAFC08C440

保有部門：家計／フロー　発行部門：地方公共団体／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G430 FF'FOF_FFAFC09G430
保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：地方公
共団体／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G440 FF'FOF_FFAFC09G440

保有部門：家計／フロー　発行部門：政府関係機関／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G430 FF'FOF_FFAFC10G430
保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：政府関
係機関／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G440 FF'FOF_FFAFC10G440

保有部門：家計／フロー　発行部門：全部門計／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G430 FF'FOF_FFAFC11G430
保有部門：対家計民間非営利団体／フロー　発行部門：全部門
計／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G440 FF'FOF_FFAFC11G440

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

②フロー

家計 対家計民間非営利団体

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

政府関係機関

合計

金融・非金融法人企業

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期

合計　保有部門：海外／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06G500 FF'FOF_FFAFC06G500
合計　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06G900 FF'FOF_FFAFC06G900

短期
短期　保有部門：海外／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06T500 FF'FOF_FFAFC06T500
短期　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06T900 FF'FOF_FFAFC06T900

長期
長期　保有部門：海外／フロー　発行部門：金融・非金融法人企
業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発
行部門別）

FF'FOF_FFYFC06C500 FF'FOF_FFAFC06C500
長期　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：金融・非金融法
人企業／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC06C900 FF'FOF_FFAFC06C900

保有部門：海外／フロー　発行部門：特別目的会社・信託／国
内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門
別）

FF'FOF_FFYFC07G500 FF'FOF_FFAFC07G500
保有部門：全部門計／フロー　発行部門：特別目的会社・信託
／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行
部門別）

FF'FOF_FFYFC07G900 FF'FOF_FFAFC07G900

合計　保有部門：海外／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08G500 FF'FOF_FFAFC08G500
合計　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：中央政府＋財
政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08G900 FF'FOF_FFAFC08G900

短期
短期　保有部門：海外／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08T500 FF'FOF_FFAFC08T500
短期　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：中央政府＋財
政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08T900 FF'FOF_FFAFC08T900

長期
長期　保有部門：海外／フロー　発行部門：中央政府＋財政融
資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー
（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08C500 FF'FOF_FFAFC08C500
長期　保有部門：全部門計／フロー　発行部門：中央政府＋財
政融資資金／国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フ
ロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC08C900 FF'FOF_FFAFC08C900

保有部門：海外／フロー　発行部門：地方公共団体／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G500 FF'FOF_FFAFC09G500
保有部門：全部門計／フロー　発行部門：地方公共団体／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC09G900 FF'FOF_FFAFC09G900

保有部門：海外／フロー　発行部門：政府関係機関／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G500 FF'FOF_FFAFC10G500
保有部門：全部門計／フロー　発行部門：政府関係機関／国内
発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC10G900 FF'FOF_FFAFC10G900

保有部門：海外／フロー　発行部門：全部門計／国内発行債券
の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G500 FF'FOF_FFAFC11G500
保有部門：全部門計／フロー　発行部門：全部門計／国内発行
債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー（発行部門別）

FF'FOF_FFYFC11G900 FF'FOF_FFAFC11G900

（参考１）　国内発行債券の発行体別かつ保有者別残高・フロー

②フロー

海外 合計

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

政府関係機関

合計

金融・非金融法人企業

特別目的会社・信託

中央政府
　＋財政融資資金

地方公共団体

保有部門

発行部門
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年度 四半期 年度 四半期 年度 四半期

借入部門：金融機関／貸出部門：金融機関／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW100100 FF'FOF_FFALW100100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：金融機
関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW100410 FF'FOF_FFALW100410
借入部門：一般政府／貸出部門：金融機関／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW100420 FF'FOF_FFALW100420

借入部門：金融機関／貸出部門：中央銀行／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW110100 FF'FOF_FFALW110100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：中央銀
行／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW110410 FF'FOF_FFALW110410
借入部門：一般政府／貸出部門：中央銀行／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW110420 FF'FOF_FFALW110420

借入部門：金融機関／貸出部門：預金取扱機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW120100 FF'FOF_FFALW120100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：預金取
扱機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借
入部門別残高

FF'FOF_FFYLW120410 FF'FOF_FFALW120410
借入部門：一般政府／貸出部門：預金取扱機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW120420 FF'FOF_FFALW120420

借入部門：金融機関／貸出部門：保険・年金基金
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW130100 FF'FOF_FFALW130100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：保険・年
金基金／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借
入部門別残高

FF'FOF_FFYLW130410 FF'FOF_FFALW130410
借入部門：一般政府／貸出部門：保険・年金基金
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW130420 FF'FOF_FFALW130420

借入部門：金融機関／貸出部門：その他金融仲
介機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借
入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150100 FF'FOF_FFALW150100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：その他
金融仲介機関／金融・非金融部門の貸出部門別
かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150410 FF'FOF_FFALW150410
借入部門：一般政府／貸出部門：その他金融仲
介機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借
入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150420 FF'FOF_FFALW150420

うち公的金融機関
借入部門：金融機関／貸出部門：公的金融機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW180100 FF'FOF_FFALW180100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：公的金
融機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借
入部門別残高

FF'FOF_FFYLW180410 FF'FOF_FFALW180410
借入部門：一般政府／貸出部門：公的金融機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW180420 FF'FOF_FFALW180420

借入部門：金融機関／貸出部門：非仲介型金融
機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入
部門別残高

FF'FOF_FFYLW300100 FF'FOF_FFALW300100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：非仲介
型金融機関／金融・非金融部門の貸出部門別か
つ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW300410 FF'FOF_FFALW300410
借入部門：一般政府／貸出部門：非仲介型金融
機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入
部門別残高

FF'FOF_FFYLW300420 FF'FOF_FFALW300420

借入部門：金融機関／貸出部門：非金融部門／
金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別
残高

FF'FOF_FFYLW400100 FF'FOF_FFALW400100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：非金融
部門／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入
部門別残高

FF'FOF_FFYLW400410 FF'FOF_FFALW400410
借入部門：一般政府／貸出部門：非金融部門／
金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別
残高

FF'FOF_FFYLW400420 FF'FOF_FFALW400420

借入部門：金融機関／貸出部門：非金融法人企
業／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW410100 FF'FOF_FFALW410100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：非金融
法人企業／金融・非金融部門の貸出部門別かつ
借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW410410 FF'FOF_FFALW410410
借入部門：一般政府／貸出部門：非金融法人企
業／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW410420 FF'FOF_FFALW410420

借入部門：金融機関／貸出部門：一般政府／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW420100 FF'FOF_FFALW420100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：一般政
府／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW420410 FF'FOF_FFALW420410
借入部門：一般政府／貸出部門：一般政府／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW420420 FF'FOF_FFALW420420

借入部門：金融機関／貸出部門：海外／金融・非
金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500100 FF'FOF_FFALW500100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：海外／
金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別
残高

FF'FOF_FFYLW500410 FF'FOF_FFALW500410
借入部門：一般政府／貸出部門：海外／金融・非
金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500420 FF'FOF_FFALW500420

借入部門：金融機関／貸出部門：家計+対家計民
間非営利団体／金融・非金融部門の貸出部門別
かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430100 FF'FOF_FFALW430100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：家計+対
家計民間非営利団体／金融・非金融部門の貸出
部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430410 FF'FOF_FFALW430410
借入部門：一般政府／貸出部門：家計+対家計民
間非営利団体／金融・非金融部門の貸出部門別
かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430420 FF'FOF_FFALW430420

借入部門：金融機関／貸出部門：全部門計／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW700100 FF'FOF_FFALW700100
借入部門：非金融法人企業／貸出部門：全部門
計／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部
門別残高

FF'FOF_FFYLW700410 FF'FOF_FFALW700410
借入部門：一般政府／貸出部門：全部門計／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残
高

FF'FOF_FFYLW700420 FF'FOF_FFALW700420

（注）

非金融法人企業向け

「借入部門：政府系金融機関／貸出部門：公的金融機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高」のデータコードは、「FF'FOF_FFYLW180182」（年度）、「FF'FOF_FFALW180182」（四半期）。

金融機関向け

合計

家計+対家計民間非営利団体

海外

一般政府

非金融法人企業

保険・年金基金

預金取扱機関

系列名称および算式
データコード

非金融部門

非仲介型金融機関

中央銀行

金融機関

データコード
系列名称および算式

（参考2）　金融・非金融部門の貸出部門かつ借入部門別残高

①残高

一般政府向け

系列名称および算式
データコード

その他金融仲介機関

借入部門

貸出部門
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年度 四半期 年度 四半期

借入部門：家計／貸出部門：金融機関／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW100430 FF'FOF_FFALW100430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：金融機関／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW100440 FF'FOF_FFALW100440

借入部門：家計／貸出部門：中央銀行／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW110430 FF'FOF_FFALW110430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：中央銀行／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW110440 FF'FOF_FFALW110440

借入部門：家計／貸出部門：預金取扱機関／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW120430 FF'FOF_FFALW120430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：預金取扱機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW120440 FF'FOF_FFALW120440

借入部門：家計／貸出部門：保険・年金基金／金融・非金融部
門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW130430 FF'FOF_FFALW130430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：保険・年金基金
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW130440 FF'FOF_FFALW130440

借入部門：家計／貸出部門：その他金融仲介機関／金融・非金
融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150430 FF'FOF_FFALW150430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：その他金融仲
介機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150440 FF'FOF_FFALW150440

うち公的金融機関
借入部門：家計／貸出部門：公的金融機関／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW180430 FF'FOF_FFALW180430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：公的金融機関
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW180440 FF'FOF_FFALW180440

借入部門：家計／貸出部門：非仲介型金融機関／金融・非金融
部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW300430 FF'FOF_FFALW300430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：非仲介型金融
機関／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW300440 FF'FOF_FFALW300440

借入部門：家計／貸出部門：非金融部門／金融・非金融部門の
貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW400430 FF'FOF_FFALW400430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：非金融部門／
金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW400440 FF'FOF_FFALW400440

借入部門：家計／貸出部門：非金融法人企業／金融・非金融部
門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW410430 FF'FOF_FFALW410430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：非金融法人企
業／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW410440 FF'FOF_FFALW410440

借入部門：家計／貸出部門：一般政府／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW420430 FF'FOF_FFALW420430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：一般政府／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW420440 FF'FOF_FFALW420440

借入部門：家計／貸出部門：海外／金融・非金融部門の貸出部
門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500430 FF'FOF_FFALW500430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：海外／金融・非
金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500440 FF'FOF_FFALW500440

借入部門：家計／貸出部門：家計+対家計民間非営利団体／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430430 FF'FOF_FFALW430430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：家計+対家計民
間非営利団体／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門
別残高

FF'FOF_FFYLW430440 FF'FOF_FFALW430440

借入部門：家計／貸出部門：全部門計／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW700430 FF'FOF_FFALW700430
借入部門：対家計民間非営利団体／貸出部門：全部門計／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW700440 FF'FOF_FFALW700440

（参考2）　金融・非金融部門の貸出部門かつ借入部門別残高

海外

家計+対家計民間非営利団体

合計

保険・年金基金

その他金融仲介機関

非仲介型金融機関

非金融部門

非金融法人企業

一般政府

系列名称および算式
データコード

系列名称および算式
データコード

中央銀行

預金取扱機関

①残高

家計向け 対家計民間非営利団体向け

金融機関

発行部門

借入部門
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年度 四半期 年度 四半期

借入部門：海外／貸出部門：金融機関／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW100500 FF'FOF_FFALW100500
借入部門：全部門計／貸出部門：金融機関／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW100700 FF'FOF_FFALW100700

借入部門：海外／貸出部門：中央銀行／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW110500 FF'FOF_FFALW110500
借入部門：全部門計／貸出部門：中央銀行／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW110700 FF'FOF_FFALW110700

借入部門：海外／貸出部門：預金取扱機関／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW120500 FF'FOF_FFALW120500
借入部門：全部門計／貸出部門：預金取扱機関／金融・非金融
部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW120700 FF'FOF_FFALW120700

借入部門：海外／貸出部門：保険・年金基金／金融・非金融部
門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW130500 FF'FOF_FFALW130500
借入部門：全部門計／貸出部門：保険・年金基金／金融・非金
融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW130700 FF'FOF_FFALW130700

借入部門：海外／貸出部門：その他金融仲介機関／金融・非金
融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150500 FF'FOF_FFALW150500
借入部門：全部門計／貸出部門：その他金融仲介機関／金融・
非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW150700 FF'FOF_FFALW150700

うち公的金融機関
借入部門：海外／貸出部門：公的金融機関／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW180500 FF'FOF_FFALW180500
借入部門：全部門計／貸出部門：公的金融機関／金融・非金融
部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW180700 FF'FOF_FFALW180700

借入部門：海外／貸出部門：非仲介型金融機関／金融・非金融
部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW300500 FF'FOF_FFALW300500
借入部門：全部門計／貸出部門：非仲介型金融機関／金融・非
金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW300700 FF'FOF_FFALW300700

借入部門：海外／貸出部門：非金融部門／金融・非金融部門の
貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW400500 FF'FOF_FFALW400500
借入部門：全部門計／貸出部門：非金融部門／金融・非金融部
門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW400700 FF'FOF_FFALW400700

借入部門：海外／貸出部門：非金融法人企業／金融・非金融部
門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW410500 FF'FOF_FFALW410500
借入部門：全部門計／貸出部門：非金融法人企業／金融・非金
融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW410700 FF'FOF_FFALW410700

借入部門：海外／貸出部門：一般政府／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW420500 FF'FOF_FFALW420500
借入部門：全部門計／貸出部門：一般政府／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW420700 FF'FOF_FFALW420700

借入部門：海外／貸出部門：海外／金融・非金融部門の貸出部
門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500500 FF'FOF_FFALW500500
借入部門：全部門計／貸出部門：海外／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW500700 FF'FOF_FFALW500700

借入部門：海外／貸出部門：家計+対家計民間非営利団体／金
融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430500 FF'FOF_FFALW430500
借入部門：全部門計／貸出部門：家計+対家計民間非営利団体
／金融・非金融部門の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW430700 FF'FOF_FFALW430700

借入部門：海外／貸出部門：全部門計／金融・非金融部門の貸
出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW700500 FF'FOF_FFALW700500
借入部門：全部門計／貸出部門：全部門計／金融・非金融部門
の貸出部門別かつ借入部門別残高

FF'FOF_FFYLW700700 FF'FOF_FFALW700700合計

保険・年金基金

その他金融仲介機関

非仲介型金融機関

非金融部門

非金融法人企業

（参考2）　金融・非金融部門の貸出部門かつ借入部門別残高

①残高

海外向け

海外

家計+対家計民間非営利団体

合計

金融機関

系列名称および算式
データコード

中央銀行

預金取扱機関

一般政府

系列名称および算式
データコード

発行部門

借入部門
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