検索サイト格納統計一覧
統計分野
統計名[DB名]
以下、階層名
金利（預金・貸出関連）
基準割引率および基準貸付利率（従来「公定歩合」として掲載されていたもの）の推移[IR01]
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等[IR02]
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等（１）定期預金・定期積金・貯蓄預金・普通預金の平均金利
2007年10月1日以降
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等（２）譲渡性預金平均金利＜新規発行分＞（都銀等）
（参考）預金種類別店頭表示金利の平均年利率等（１）定期預金の預入期間別平均金利
（1991年10月31日から2007年9月20日まで）
（I）預入金額 １千万円以上
（II）預入金額 ３百万円以上１千万円未満
（III）預入金額 ３百万円未満
（参考）預金種類別店頭表示金利の平均年利率等（２）銀行預金金利 1994年10月17日以降
（2007年9月24日まで）
定期預金の預入期間別平均金利[IR03]
定期預金の預入期間別金利（新規受入分） (1) 総合
定期預金の預入期間別金利（新規受入分） (2) 預入金額1千万円以上
定期預金の預入期間別金利（新規受入分） (3) 預入金額3百万円以上1千万円未満
定期預金の預入期間別金利（新規受入分） (4) 預入金額3百万円未満
（参考）定期預金の預入期間別平均金利（新規受入分）国内銀行
（信託子会社・外銀信託を除く、2000年2月まで）
貸出約定平均金利[IR04]
（１）新規（ａ）
（２）ストック
（３）種類別（ストックベース）
マーケット関連
無担保コールＯ／Ｎ物レート（毎営業日）[FM01]
短期金融市場金利[FM02]
コールレート (月次)
東京レポ・レート (日次)（2012年10月26日まで）
国内コマーシャルペーパー発行平均金利（2009年10月まで）
譲渡性預金平均金利 (新規発行分)
(参考) 譲渡性預金平均金利 (新規発行分) 国内銀行 (信託子会社・外銀信託を除く、2000年2月まで)
短期金融市場残高[FM03]
譲渡性預金発行残高
コール市場残高[FM04]
コール市場残高/末残高
コール市場残高/末残高
期間別（全市場） 無担保コール/末残高
市場別 コール/末残高（2010年10月まで）
コール市場残高/平均残高
業態別（出し手・全市場） コール/平均残高
業態別（取り手・全市場） コール/平均残高
期間別（全市場） 無担保コール/平均残高
市場別 コール/平均残高（2010年10月まで）
公社債発行・償還および現存額 [FM05]
公社債発行・償還および現存額（国内起債分）
公社債発行額（海外起債分）
公社債消化状況（利付国債）[FM06]
(参考）国債窓口販売額・窓口販売率（2004年1月まで）[FM07]
外国為替市況[FM08]
外国為替相場状況(日次）
外国為替相場状況 (月次)
（１）インターバンク相場
（２）裁定相場
実効為替レート[FM09]
決済関連
各種決済[PS01]
フェイルの発生状況[PS02]
預金・マネー
マネタリーベース[MD01]
マネタリーベース平均残高
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マネーストック[MD02]
マネーストック (2003年4月以降)
マネーストック前年比
（参考）マネーサプライ（1998年4月以降＜注＞、2008年4月まで）
（参考）マネーサプライ （外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで）
マネタリーサーベイ[MD03]
マネタリーサーベイ (2003年4月以降)
(参考) マネタリーサーベイ (1998年4月から2008年3月まで)
(参考) マネタリーサーベイ (外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで)
(参考) マネーサプライ (M2+CD) 増減と信用面の対応[MD04]
（参考）マネーサプライ （M2+CD） 増減と信用面の対応 （1998年4月から2003年12月まで＜注＞）
(参考) マネーサプライ (M2+CD) 増減と信用面の対応
(外国銀行在日支店等を含まないベース、1999年3月まで)
通貨流通高[MD05]
（１）種類別流通高
（２）日本銀行券発行高
日銀当座預金増減要因と金融調節（実績）[MD06]
準備預金額[MD07]
業態別の日銀当座預金残高[MD08]
（１） 準備預金積み期間（当月16日～翌月15日）中の平均残高
（２）月末残高
（参考） 付利の対象となる当座預金残高（当月16日～翌月15日の平均残高、適用金利別）
マネタリーベースと日本銀行の取引[MD09]
（１）ストック表(月末）
（２）フロー表(月中）
預金者別預金[MD10]
預金者別預金（半期調査）（末残）
預金者別預金（半期調査）（末残）（信用金庫）
預金・現金・貸出金[MD11]
預金･現金･貸出金（国内銀行）
預金･現金･貸出金（外国銀行在日支店）
預金･現金･貸出金（信用金庫）
預金･現金･貸出金（その他金融機関）
(参考) 民間金融機関海外店における本邦居住者預金 (2003年第4四半期まで)
都道府県別預金・現金・貸出金[MD12]
都道府県別預金・現金・貸出金（全国計・北海道）
都道府県別預金・現金・貸出金（東北）
都道府県別預金・現金・貸出金（関東）
都道府県別預金・現金・貸出金（北陸）
都道府県別預金・現金・貸出金（中部）
都道府県別預金・現金・貸出金（近畿）
都道府県別預金・現金・貸出金（中国）
都道府県別預金・現金・貸出金（四国）
都道府県別預金・現金・貸出金（九州･沖縄）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（都市銀行） （2003年12月まで）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（地方銀行） （2003年12月まで）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（地方銀行II） （2003年12月まで）
貸出・預金動向[MD13]
（１）貸出動向
（２）預金動向（実質預金＋ＣＤ）
特殊要因調整後
（参考）ＣＰ発行状況（2013年3月まで）
定期預金の残高および新規受入高[MD14]
定期預金の残高および新規受入高 (1) 総合
定期預金の残高および新規受入高 (2) 預入金額1千万円以上
定期預金の残高および新規受入高 (3) 預入金額3百万円以上1千万円未満
定期預金の残高および新規受入高 (4) 預入金額3百万円未満
（参考）定期預金の残高および新規受入高 国内銀行
（信託子会社･外銀信託を除く、2000年2月まで）
貸出
貸出先別貸出金[LA01]
貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (1) 国内銀行
貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (2) 国内銀行銀行勘定
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (3) 国内銀行銀行勘定･除く当座貸越ベース
（信託子会社･外銀信託を除く、1993年第1四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (4) 都市銀行銀行勘定（2003年第3四半期まで）
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（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (5) 都市銀行銀行勘定･除く当座貸越ベース
（1993年第1四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (6) 地方銀行銀行勘定（2003年第3四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (7) 地方銀行銀行勘定･除く当座貸越ベース
（1993年第1四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (8) 地方銀行II銀行勘定（2003年第3四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (9) 地方銀行II銀行勘定･除く当座貸越ベース
（1993年第1四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (10) 信託銀行銀行勘定（2000年第3四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (11） 信託銀行銀行勘定･除く当座貸越ベース
（1993年第1四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (12) 長期信用銀行銀行勘定（2000年第3四半期まで）
（参考）貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） (13） 長期信用銀行銀行勘定･除く当座貸越ベース
（1993年第1四半期まで）
貸出先別貸出金 （業種別＜主要＞） （14） 国内銀行信託勘定
(参考) 貸出先別貸出金 (業種別＜主要＞) (15) 国内銀行信託勘定・除く当座貸越ベース
(信託子会社・外銀信託を除く、1993年第1四半期まで)
貸出先別貸出金 (業種別＜主要＞) (16) 国内銀行海外店勘定
(参考) 貸出先別貸出金 (業種別＜主要＞・月次) (17) 国内銀行（銀行勘定・信託勘定合計
／銀行勘定／信託勘定)・除く当座貸越ベース (信託子会社・外銀信託を除く、1993年3月まで)
貸出先別貸出金 (業種別＜主要＞) (18) 信用金庫
(参考) 貸出先別貸出金 (業種別＜主要＞) (19) 信用金庫・除く当座貸越ベース
(1994年第1四半期まで)
貸出先別貸出金 (企業規模別) 国内銀行
貸出先別貸出金 (設備資金新規貸出＜主要＞) (1) 国内銀行
貸出先別貸出金 (設備資金新規貸出＜主要＞) (2) 国内銀行銀行勘定
貸出先別貸出金 (設備資金新規貸出＜主要＞) (3) 国内銀行信託勘定
貸出先別貸出金 (設備資金新規貸出＜主要＞) (4) 国内銀行海外店勘定
貸出先別貸出金 (設備資金新規貸出＜主要＞) (5) 信用金庫
個人向け貸出金 (1) 住宅資金 国内銀行･信用金庫
個人向け貸出金 (2) 消費財･サービス購入資金 国内銀行･信用金庫
預金・現金・貸出金[MD11]
預金･現金･貸出金（国内銀行）
預金･現金･貸出金（外国銀行在日支店）
預金･現金･貸出金（信用金庫）
預金･現金･貸出金（その他金融機関）
(参考) 民間金融機関海外店における本邦居住者預金 (2003年第4四半期まで)
都道府県別預金・現金・貸出金[MD12]
都道府県別預金・現金・貸出金（全国計・北海道）
都道府県別預金・現金・貸出金（東北）
都道府県別預金・現金・貸出金（関東）
都道府県別預金・現金・貸出金（北陸）
都道府県別預金・現金・貸出金（中部）
都道府県別預金・現金・貸出金（近畿）
都道府県別預金・現金・貸出金（中国）
都道府県別預金・現金・貸出金（四国）
都道府県別預金・現金・貸出金（九州･沖縄）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（都市銀行） （2003年12月まで）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（地方銀行） （2003年12月まで）
（参考）地域別･業態別預金/貸出金（地方銀行II） （2003年12月まで）
貸出・預金動向[MD13]
（１）貸出動向
（２）預金動向（実質預金＋ＣＤ）
特殊要因調整後
（参考）ＣＰ発行状況（2013年3月まで）
日本銀行貸出[LA02]
その他貸出残高[LA03]
利率別貸出金
(1)総合
(2)手形貸付・証書貸付
貸出金の担保内訳
（参考）各種貸出残高（2013年3月まで）
コミットメントライン契約額、利用額[LA04]
主要銀行貸出動向アンケート調査[LA05]
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金融機関バランスシート
日本銀行勘定[BS01]
民間金融機関の資産・負債[BS02]
国内銀行の資産･負債等 （銀行勘定）
資産
負債および資本
国内銀行の資産･負債等 （銀行勘定） （平残）
資産
負債および資本
（参考）国内銀行の資産･負債等 （銀行勘定） （信託子会社･外銀信託を除く、1993年9月まで）
資産
負債および資本
都市銀行の資産･負債等 （銀行勘定）
資産
負債および資本
地方銀行の資産･負債等 （銀行勘定）
資産
負債および資本
地方銀行IIの資産･負債等 （銀行勘定）
資産
負債および資本
（参考）信託銀行の資産･負債等 （銀行勘定） （2000年9月まで）
資産
負債および資本
（参考）信託銀行の資産･負債等 （銀行勘定） （信託子会社･外銀信託を除く、1993年9月まで）
資産
負債および資本
（参考）長期信用銀行の資産･負債等 （銀行勘定） （2000年9月まで）
資産
負債および資本
国内銀行の資産･負債 （信託勘定）
（参考）国内銀行の資産･負債 （信託勘定） （信託子会社･外銀信託を除く、1993年9月まで）
資産
負債
国内銀行海外支店の主要資産･負債
資産
負債
（参考）国内銀行海外支店の主要資産･負債 （1993年9月まで、または2000年9月まで）
資産
負債
外国銀行在日支店の主要資産･負債
資産
負債
主要勘定 前年比（国内銀行）
資金循環
資金循環[FF]の詳細は別紙を参照。
その他の日本銀行関連
日本銀行の対政府取引[OB01]
（１）ストック表（月末）
（２）フロー表（月中）
日本銀行が受入れている担保の残高[OB02]
短観
短観[CO]の詳細は別紙を参照。
物価
企業物価指数[PR01]の詳細は別紙を参照。
企業向けサービス価格指数[PR02]の詳細は別紙を参照。
製造業部門別投入・産出物価指数[PR03]の詳細は別紙を参照。
日本銀行国際商品指数[PR04]の詳細は別紙を参照。
財政関連
財政資金収支[PF01]
（１）対民間収支
（２）対日銀収支
（３）政府預金収支
政府債務[PF02]
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国際収支関連
国際収支統計[BP01]
国際収支統計（2014年以降）
国際収支統計（2014年以降）
経常収支
経常収支
貿易・サービス収支
貿易収支
サービス収支
第一次所得収支
第二次所得収支
資本移転等収支
金融収支
金融収支
金融収支（資産）
金融収支（負債）
誤差脱漏
季節調整済/経常収支
季節要素
銀行等対外資産負債残高
資産
負債
純資産
付表 対外・対内直接投資に係る国・地域別状況（2014年1月～）
対外直接投資
対内直接投資
付表 対外・対内証券投資（2014年1月～）
総括表
投資家部門別対外証券投資
建値通貨別対外証券投資
主要国・地域ソブリン債への対外証券投資
本邦債券（居住者発行）に対する対内証券投資
対外証券投資に係る国・地域状況（資産/合計）
対外証券投資に係る国・地域状況（資産/株式・投資ファンド持分）
対外証券投資に係る国・地域状況（資産/中長期債）
対外証券投資に係る国・地域状況（資産/短期債）
対内証券投資に係る国・地域状況（負債/合計）
対内証券投資に係る国・地域状況（負債/株式・投資ファンド持分）
対内証券投資に係る国・地域状況（負債/中長期債）
対内証券投資に係る国・地域状況（負債/短期債）
地域別国際収支（四半期）（2014年以降）
地域別合計
アジア計
中華人民共和国
香港
台湾
大韓民国
シンガポール
タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
ベトナム
インド
北米計
アメリカ合衆国
カナダ
中南米計
メキシコ
ブラジル
ケイマン諸島
大洋州計
オーストラリア
ニュージーランド
欧州計
ドイツ
英国
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フランス
オランダ
イタリア
ベルギー
ルクセンブルク
スイス
スウェーデン
スペイン
ロシア
中東計
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
イラン
アフリカ計
南アフリカ共和国
国際機関
非分類
OECD諸国
ASEAN
EU
東欧・ロシア等
（更新停止）国際収支統計（2013年以前）
（更新停止）国際収支統計（2013年以前）
（更新停止）経常収支
（更新停止）経常収支
（更新停止）貿易・サービス収支
（更新停止）貿易収支
（更新停止）サービス収支
（更新停止）所得収支
（更新停止）経常移転収支
（更新停止）貿易外収支（参考）
（更新停止）資本収支
（更新停止）資本収支
（更新停止）投資収支
（更新停止）投資収支（資産）
（更新停止）投資収支（負債）
（更新停止）その他資本収支
（更新停止）外貨準備増減
（更新停止）誤差脱漏
（更新停止）季節調整済/経常収支
（更新停止）季節要素
（更新停止）除く証券貸借取引
（更新停止）銀行等対外資産負債残高
（更新停止）資産
（更新停止）負債
（更新停止）純資産
（更新停止）付表 対外・対内直接投資に係る国・地域別状況（2005年1月～）
（更新停止）付表 対外・対内証券投資（貸借取引を除く）（2005年1月～）
（更新停止）総括表
（更新停止）投資家部門別対外証券投資
（更新停止）建値通貨別対外証券投資
（更新停止）主要国・地域ソブリン債への対外証券投資
（更新停止）本邦債券（居住者発行）に対する対内証券投資
（更新停止）対外証券投資に係る国・地域状況（資産/合計）
（更新停止）対外証券投資に係る国・地域状況（資産/株式）
（更新停止）対外証券投資に係る国・地域状況（資産/中長期債）
（更新停止）対外証券投資に係る国・地域状況（資産/短期債）
（更新停止）対内証券投資に係る国・地域状況（負債/合計）
（更新停止）対内証券投資に係る国・地域状況（負債/株式）
（更新停止）対内証券投資に係る国・地域状況（負債/中長期債）
（更新停止）対内証券投資に係る国・地域状況（負債/短期債）
（更新停止）地域別国際収支（四半期）（2013年以前）
（更新停止）地域別合計
（更新停止）アジア計
（更新停止）中華人民共和国
（更新停止）香港
（更新停止）台湾
6/7

検索サイト格納統計一覧
（更新停止）大韓民国
（更新停止）シンガポール
（更新停止）タイ
（更新停止）インドネシア
（更新停止）マレーシア
（更新停止）フィリピン
（更新停止）ベトナム
（更新停止）インド
（更新停止）北米計
（更新停止）アメリカ合衆国
（更新停止）カナダ
（更新停止）中南米計
（更新停止）メキシコ
（更新停止）ブラジル
（更新停止）ケイマン諸島
（更新停止）大洋州計
（更新停止）オーストラリア
（更新停止）ニュージーランド
（更新停止）欧州計
（更新停止）西欧計（2009年第4四半期まで）
（更新停止）ドイツ
（更新停止）英国
（更新停止）フランス
（更新停止）オランダ
（更新停止）イタリア
（更新停止）ベルギー
（更新停止）ルクセンブルク
（更新停止）スイス
（更新停止）スウェーデン
（更新停止）スペイン
（更新停止）東欧・ロシア等計
（更新停止）ロシア
（更新停止）中東計
（更新停止）サウジアラビア
（更新停止）アラブ首長国連邦
（更新停止）イラン
（更新停止）アフリカ計
（更新停止）南アフリカ共和国
（更新停止）国際機関
（更新停止）非分類
（更新停止）ＯＥＣＤ諸国
（更新停止）ＡＳＥＡＮ
（更新停止）ＥＵ
（更新停止）国際収支統計（～2001年12月速報）
（更新停止）主要項目 (経常収支、資本収支等)（～2001年12月速報）
（更新停止）サービス収支（～2001年12月速報）
（更新停止）所得収支（～2001年12月速報）
（更新停止）経常移転収支（～2001年12月速報）
（更新停止）投資収支 (資産)（～2001年12月速報）
（更新停止）投資収支（負債）（～2001年12月速報）
（更新停止）その他資本収支（～2001年12月速報）
（更新停止）経常収支 (季節調整済)（～2001年12月速報）
（更新停止）除く証券貸借取引（～2001年12月速報）
（更新停止）銀行部門の本支店勘定（～2001年12月速報）
実質輸出入[BP02]
（更新停止）実質輸出入（2015年12月まで）
その他
その他[OT]
販売統計合成指数（実質、季節調整済）（2009年10月まで）
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