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プロフィール
補足資料

 創立 昭和７年５月２日

 経営理念 「地域社会の発展に貢献する」 「健全経営に徹する」

 資本金 １２０億８９百万円

 発行済株式総数 １８，４９７，７８６株 （うち自己株式５９１，０３４株）

 総資産 ３兆５，５４５億円

 純資産 １，９８４億円

 預金等 ３兆２，８９１億円

 貸出金 １兆７，５５９億円

 自己資本比率 単体：１２．１１％ （新基準バーゼルⅢによる）

 連結：１２．５２％ （新基準バーゼルⅢによる）

 営業拠点数 店舗 １０８ヵ店（県内９０ヵ店、県外１８ヵ店）

 店舗外現金自動設備 ２２１ヵ所

 従業員数 １，４８１名

 格付 Ｓ＆Ｐ ・・・ Ａ－ Ｒ＆Ｉ ・・・ Ａ

（平成30年3月末現在）
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 当期純利益の構成要素別推移

補足資料
当期純利益の推移

計 画

東日本大震災の影響に
よる与信費用60億円

法人税引下げに
よる繰延税金資産

取り崩し9億円
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預貸金利回りの状況

 預貸金利回りの推移

1.11 1.09 1.08 1.06 1.05 1.05 1.06 1.06 1.06 1.04 1.03

1.07 1.05 1.05 1.03 1.02 1.03 1.04 1.04 1.04 1.03 1.01

1.10 1.05 1.05 1.02
1.12

1.06 1.03 1.03 1.00
1.08

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00
貸出金利回 預金等利回 預貸金利回り差

0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.040.010.010.020.03

0.00

0.25

0.50

27年度 28年度 29年度 30年度 27/Ｑ1 Ｑ2 Q3 Q4 28/Ｑ1 Ｑ2 Q3 Q4 29/Ｑ1 Ｑ2 Q3 Q4

計 画

 貸出金利回の推移

～～

補足資料

（％）

（単位：％）

上期 下期 年間 上期 下期 年間 上期 下期 年間 上期 下期 年間

個人 2.20 2.15 2.18 2.13 2.09 2.11 2.05 2.01 2.03 2.00 1.97 1.99

セクター別 法人（国内） 1.14 1.10 1.12 1.05 1.01 1.03 0.97 0.97 0.97 0.98 0.95 0.96

地公体 0.58 0.54 0.56 0.46 0.44 0.46 0.38 0.36 0.37 0.33 0.31 0.32

岩手県 1.49 1.45 1.47 1.36 1.35 1.36 1.29 1.28 1.29 1.28 1.27 1.27

地公体除き 1.97 1.94 1.96 1.89 1.85 1.88 1.81 1.78 1.80 1.75 1.70 1.72

岩手県外 0.74 0.70 0.72 0.66 0.63 0.65 0.61 0.62 0.62 0.63 0.61 0.62

八戸地区 1.50 1.45 1.48 1.42 1.39 1.41 1.34 1.31 1.33 1.27 1.26 1.27

仙台地区 1.01 0.98 1.00 0.94 0.90 0.92 0.87 0.84 0.86 0.83 0.82 0.83

東京地区 0.43 0.38 0.40 0.35 0.33 0.34 0.31 0.34 0.33 0.34 0.32 0.33

全店計 1.22 1.18 1.20 1.11 1.09 1.10 1.05 1.05 1.05 1.06 1.04 1.05

地域別

29年度26年度 27年度 28年度


Sheet1

																																										（単位：％） タンイ

								24年度 ネンド						25年度 ネンド						26年度 ネンド						27年度 ネンド						28年度 ネンド						29年度 ネンド

								上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン		上期 カミキ		下期 シモキ		年間 ネンカン

				個人				2.42		2.35		2.39		2.31		2.23		2.28		2.20		2.15		2.18		2.13		2.09		2.11		2.05		2.01		2.03		2.00		1.97		1.99

		セクター別 ベツ		法人（国内） コクナイ				1.35		1.28		1.32		1.22		1.19		1.21		1.14		1.10		1.12		1.05		1.01		1.03		0.97		0.97		0.97		0.98		0.95		0.96

				地公体				0.85		0.80		0.83		0.71		0.67		0.69		0.58		0.54		0.56		0.46		0.44		0.46		0.38		0.36		0.37		0.33		0.31		0.32

				岩手県				1.76		1.71		1.73		1.59		1.58		1.58		1.49		1.45		1.47		1.36		1.35		1.36		1.29		1.28		1.29		1.28		1.27		1.27

						地公体除き		2.14		2.10		2.12		2.03		2.02		2.02		1.97		1.94		1.96		1.89		1.85		1.88		1.81		1.78		1.80		1.75		1.70		1.72

		地域別 チイキベツ		岩手県外				0.96		0.90		0.93		0.85		0.80		0.83		0.74		0.70		0.72		0.66		0.63		0.65		0.61		0.62		0.62		0.63		0.61		0.62

						八戸地区 ハチノヘチク		1.78		1.75		1.76		1.66		1.62		1.64		1.50		1.45		1.48		1.42		1.39		1.41		1.34		1.31		1.33		1.27		1.26		1.27

						仙台地区 センダイチク		1.21		1.16		1.19		1.13		1.08		1.10		1.01		0.98		1.00		0.94		0.90		0.92		0.87		0.84		0.86		0.83		0.82		0.83

						東京地区 トウキョウチク		0.65		0.58		0.61		0.52		0.46		0.49		0.43		0.38		0.40		0.35		0.33		0.34		0.31		0.34		0.33		0.34		0.32		0.33

		全店計 ゼンテンケイ						1.48		1.42		1.45		1.33		1.30		1.32		1.22		1.18		1.20		1.11		1.09		1.10		1.05		1.05		1.05		1.06		1.04		1.05
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補足資料
預貸金の構造

4.0%
19.7%

19.4%

11.9%

45.0%
貸出金

短プラ連動

市場性金利

（TIBOR、LIBOR）

金利選択型固定

固定金利

62.7%19.0%

14.4%
3.9%

流動性預金

定期性（６ヵ月以内）

定期性

（６ヵ月超１年以内）

定期性（１年超）

預金

ガイドライン金利

 預貸金（円貨建）の構造＜３０年３月末＞

金利更改までの期間

東京地区及び公共向け貸出構成比の推移
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Sheet1

				24年度末		25年度末		26年度末		27年度末		28年度末		29年度末

		全店		4,639		4,658		5,201		5,208		5,213		5,606

		県内		3,429		3,409		3,643		3,600		3,604		3,838
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補足資料
役務取引の状況

 預り資産関係手数料の内訳

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

投資信託 922 981 862 820 850

売買手数料 592 594 428 401 441

信託報酬 330 387 433 419 408

保険窓販 837 1,115 1,138 904 666

公共債販売・
金融商品仲介 97 83 59 55 102

合 計 1,857 2,180 2,060 1,781 1,619

89.390.5 88.2 87.3 87.8 88.3

11.012.412.511.710.6 11.6

0

20

40

60

80

100

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

％ 資金利益 役務取引等利益

 コア業務粗利益の構成比

 役務取引等利益の推移 （単位：百万円）

2,374 2,358 2,350 2,323 2,334 2,450

1,970
2,0602,1801,857 1,781 1,619

2,956
3,280

3,2473,202
3,189

2,873

2,655 2,875 3,076 3,307 3,483 3,600

4,523

3,718
4,100

4,447 4,619

3,999

△ 4,000

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

百万円

受入為替手数料 預り資産関係手数料

その他の受入手数料 役務取引等費用

役務取引等利益

7,105
7,495

7,201

計 画

※役務取引等利益＝役務取引等収益－役務取引等費用

7,600
7,307

7,700
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638

1,570

50

180

233

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

配賦原資 リスク資本配賦額 リスク量

億円

オペレーショナルリスク 信用リスク 市場リスク

 債券（価格変動リスク） ： ３ヵ月ＶａＲ（信頼水準99％）

 信託受益権 ： ３ヵ月ＶａＲ（99％）

 株式（価格変動リスク）

 ・純投資 ： ３ヵ月ＶａＲ（99％）

 ・政策投資 ： ６ヵ月ＶａＲ（99％）

 非上場投信・ＲＥＩＴ等（価格変動リスク）：３ヵ月ＶａＲ（99％）

 ＡＬＭ金利リスク ： ６ヵ月ＶａＲ（99％）

 貸出金信用リスク ： １年ＶａＲ（99.9％）
 市場性信用リスク ： １年ＶａＲ（99.9％）

 粗利益配分手法

市場リスク

信用リスク

オペレーショナルリスク

配賦額

（29年下期） (29年下期) （29年度末）

 銀行勘定の金利リスク量と自己資本への影響度

＜30年3月末＞

金利変動幅 金利リスク量 自己資本への影響度

99ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値 107億円 6.81％

アウトライヤー比率

465億円

※１．30年3月末の自己資本額 1,580億円

２．22年3月末より、要求払い預金にコア預金内部モデルを導入

補足資料
統合リスク管理の状況

638億円

経営体力対比リスク量の状況
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自己資本比率（単体）

※信用リスク・アセット：標準的手法、 オペレーショナル・リスク相当額：粗利益配分手法

計数編

（単位：億円、％）

自己資本比率 （ハ／ニ） 13.12 12.93 13.03 12.38 12.11

コア資本に係る基礎項目 （イ） 1,537 1,565 1,613 1,580 1,621

一般貸倒引当金 43 31 30 27 26

うち自己資本への算入額 43 31 30 27 26

100 90 80 - -

コア資本に係る調整項目 （ロ） -                    6 16 33 41

無形固定資産の合計額 -                    2 5 6 6

前払年金費用の額 -                    3 11 27 34

自己保有普通株式等の額 -                    0 0 0 0

自己資本の額（イ　-　ロ） （ハ） 1,537 1,558 1,597 1,546 1,580

リスク・アセットの合計額 （ニ） 11,713 12,043 12,252 12,488 13,040

信用リスク・アセットの合計額 11,029 11,367 11,583 11,840 12,413

683 676 669 647 627

総所要自己資本額（二×4％） 468 481 490 499 521

（参考）連結ベース自己資本比率

自己資本比率 13.15 12.98 13.07 12.77 12.52

負債性資本調達手段等

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

27年度末25年度末 26年度末 29年度末28年度末


自己資本比率の推移

		■自己資本比率の推移（単体）

																		（単位：億円、％） タンイオクエン

										25年度末 ネンド		26年度末 ネンドマツ		27年度末 ネンドマツ		28年度末 ネンドマツ		29年度末 ネンドマツ

		自己資本比率						（ハ／ニ）		13.12		12.93		13.03		12.38		12.11

		コア資本に係る基礎項目 シホンカカキソコウモク						（イ）		1,537		1,565		1,613		1,580		1,621

				一般貸倒引当金 イッパンカシダオレヒキアテキン						43		31		30		27		26

				うち自己資本への算入額 ジコシホンサンニュウガク						43		31		30		27		26

				負債性資本調達手段等 フサイセイシホンチョウタツシュダントウ						100		90		80		-		-

		コア資本に係る調整項目 シホンカカチョウセイコウモク						（ロ）		-		6		16		33		41

				無形固定資産の合計額 ムケイコテイシサンゴウケイガク						-		2		5		6		6

				前払年金費用の額 マエバラネンキンヒヨウガク						-		3		11		27		34

				自己保有普通株式等の額 ジコホユウフツウカブシキトウガク						-		0		0		0		0

		自己資本の額（イ　-　ロ） ジコシホンガク						（ハ）		1,537		1,558		1,597		1,546		1,580

		リスク・アセットの合計額 ゴウケイガク						（ニ）		11,713		12,043		12,252		12,488		13,040

				信用リスク・アセットの合計額 シンヨウゴウケイガク						11,029		11,367		11,583		11,840		12,413

				オペレーショナル・リスク相当額に係る額 ソウトウガクカカガク						683		676		669		647		627

		総所要自己資本額（二×4％） ソウショヨウジコシホンガクニ								468		481		490		499		521

		（参考）連結ベース自己資本比率

		自己資本比率								13.15		12.98		13.07		12.77		12.52
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損益の推移（単体）
計数編

（単位：百万円）

前年比
38,349 37,336 36,689 33,312 32,097 △ 1,215

（コア業務粗利益） 38,000 36,929 36,434 34,322 33,584 △ 738
資金利益 33,529 32,256 32,016 30,321 29,993 △ 328
役務取引等利益 4,447 4,619 4,523 3,999 3,718 △ 281
その他業務利益 371 460 149 △ 1,009 △ 1,614 △ 605
　　うち国債等債券損益 348 407 254 △ 1,009 △ 1,487 △ 478

-                 -                 △ 122 △ 278 △ 51 227
26,949 26,502 26,049 26,223 26,151 △ 72

人件費 14,213 13,978 14,052 13,648 13,694 46
物件費 11,559 11,268 10,614 11,102 10,899 △ 203
税金 1,176 1,255 1,381 1,473 1,557 84

11,399 10,834 10,762 7,366 5,996 △ 1,370
11,051 10,427 10,385 8,098 7,432 △ 666
1,466 350 398 140 2,021 1,881

不良債権処理額（△） 395 535 1,798 707 260 △ 447
貸倒引当金戻入益 2,181 983 -                 -                 -                 -                 
償却債権取立益 -                 0 7 -                 -                 -                 
株式等関係損益 89 161 1,920 1,149 2,260 1,111
退職給付費用（△） 708 730 234 530 645 115
信託受益権償還益 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
信託受益権売却損及び償却（△） -                 -                 -                 -                 -                 -                 
その他臨時損益 298 470 504 228 666 438

12,866 11,185 11,161 7,507 8,017 510
△ 216 287 △ 67 653 △ 214 △ 867

固定資産処分損益 △ 168 302 △ 3 △ 145 △ 34 111
減損損失（△） 48 14 63 64 180 116
その他の特別損失 -                 -                 -                 863             -                 △ 863

12,650 11,472 11,093 8,161 7,802 △ 359
法人税、住民税及び事業税 3,421 2,275 3,655 1,567 2,863 1,296
法人税等調整額 1,564 1,858 356 975 △ 535 △ 1,510

7,664 7,338 7,081 5,618 5,474 △ 144

29年度

業務純益

経常利益

27年度

臨時損益

28年度

特別損益

26年度25年度

当期純利益

（コア業務純益）

業務粗利益

一般貸倒引当金繰入額
経費

税引前当期純利益


損益の推移

																				（単位：百万円）

						23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド

																				前年比 ゼンネン

		業務粗利益 ギョウムソリエキ				39,218		37,430		38,349		37,336		36,689		33,312		32,097		△ 1,215

		（コア業務粗利益） ギョウムアラリエキ				38,491		37,732		38,000		36,929		36,434		34,322		33,584		△ 738

				資金利益 シキンリエキ		34,620		34,158		33,529		32,256		32,016		30,321		29,993		△ 328

				役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ		3,671		4,031		4,447		4,619		4,523		3,999		3,718		△ 281

				その他業務利益 ソノタギョウムリエキ		926		△ 759		371		460		149		△ 1,009		△ 1,614		△ 605

				　　うち国債等債券損益 コクサイトウサイケンソンエキ		726		△ 302		348		407		254		△ 1,009		△ 1,487		△ 478

		一般貸倒引当金繰入額 イッパンカシダオヒキアテキンクリイレガク				2,013		-		-		-		△ 122		△ 278		△ 51		227

		経費 ケイヒ				26,130		26,306		26,949		26,502		26,049		26,223		26,151		△ 72

				人件費 ジンケンヒ		13,768		14,050		14,213		13,978		14,052		13,648		13,694		46

				物件費 ブッケンヒ		11,172		10,949		11,559		11,268		10,614		11,102		10,899		△ 203

				税金 ゼイキン		1,189		1,305		1,176		1,255		1,381		1,473		1,557		84

		業務純益 ギョウムジュンエキ				11,075		11,123		11,399		10,834		10,762		7,366		5,996		△ 1,370

		（コア業務純益） ギョウムジュンエキ				12,361		11,425		11,051		10,427		10,385		8,098		7,432		△ 666

		臨時損益 リンジソンエキ				△ 1,090		365		1,466		350		398		140		2,021		1,881

				不良債権処理額（△） フリョウサイケンショリガク		△ 813		175		395		535		1,798		707		260		△ 447

				貸倒引当金戻入益 エキ		-		723		2,181		983		-		-		-		-

				償却債権取立益 ショウキャクサイケントリタテエキ		-		-		-		0		7		-		-		-

				株式等関係損益 カブシキトウカンケイソンエキ		△ 1,743		711		89		161		1,920		1,149		2,260		1,111

				退職給付費用（△） タイショクキュウフヒヨウ		997		1,036		708		730		234		530		645		115

				信託受益権償還益 シンタクジュエキケンショウカンエキ		316		-		-		-		-		-		-		-

				信託受益権売却損及び償却（△） シンタクジュエキケンバイキャクソンオヨショウキャク		0		-		-		-		-		-		-		-

				その他臨時損益 ソノタリンジソンエキ		520		142		298		470		504		228		666		438

		経常利益 ケイジョウリエキ				9,984		11,489		12,866		11,185		11,161		7,507		8,017		510

		特別損益 トクベツソンエキ				△ 109		△ 252		△ 216		287		△ 67		653		△ 214		△ 867

				固定資産処分損益 コテイシサン		△ 27		△ 194		△ 168		302		△ 3		△ 145		△ 34		111

				厚生年金基金代行返上益		-		-		-		-		-		0		0		0

				貸倒引当金戻入額												0		0		0

				減損損失（△）		81		58		48		14		63		64		180		116

				資産除去債務（△） シサンジョキョサイム												0		0		0

				役員退職慰労引当金繰入額（△）		-		-		-		-		-		-		-		-

				睡眠預金払戻損失引当金繰入額（△） スイミンヨキンハライモドシソンシツヒキアテキンクリイレガク		-		-		-		-		-		-		-		-

				その他の特別損失 タトクベツソンシツ		0		-		-		-		-		863		-		△ 863

		税引前当期純利益 ゼイビキマエトウキジュンリエキ				9,874		11,236		12,650		11,472		11,093		8,161		7,802		△ 359

		法人税、住民税及び事業税 ホウジンゼイジュウミンゼイオヨジギョウゼイ				4,020		3,059		3,421		2,275		3,655		1,567		2,863		1,296

		法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク				967		1,795		1,564		1,858		356		975		△ 535		△ 1,510

		当期純利益 トウキジュンリエキ				4,886		6,382		7,664		7,338		7,081		5,618		5,474		△ 144
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連結損益の推移

○連結子会社 4社
・いわぎんビジネスサービス株式会社 ・いわぎんリース・データ株式会社 ・株式会社いわぎんディーシーカード
・株式会社いわぎんクレジットサービス

計数編

（単位：百万円）

前年比

38,363 37,349 36,699 35,277 34,033 △ 1,244

資金利益 33,529 32,256 32,015 30,380 30,014 △ 366

役務取引等利益 4,463 4,632 4,533 5,447 5,137 △ 310

その他業務利益 371 460 149 △ 551 △ 1,119 △ 568

27,808 27,308 26,361 28,040 28,108 68

△ 1,786 △ 448 1,669 789 641 △ 148

貸倒引当金戻入益 2,181 983 -             -             -             -             

貸出金償却 22 13 1 25 7 △ 18

個別貸倒引当金繰入額 -             -             1,581 505 580 75

一般貸倒引当金繰入額 -             -             △ 122 △ 53 17 70

偶発損失引当金繰入額 156 171 123 103 7 △ 96

債権売却損 216 350 92 212 31 △ 181

償却債権取立益 -             0 7 4 1 △ 3

株式等関係損益 89 161 1,920 1,149 2,261 1,112

持分法による投資損益 53 17 30 -             -             -             

その他 441 538 567 318 738 420

12,925 11,206 11,187 7,916 8,283 367

△ 216 280 △ 67 4,742 △ 217 △ 4,959

12,709 11,487 11,120 12,659 8,065 △ 4,594

法人税、住民税及び事業税 3,424 2,276 3,656 1,827 3,043 1,216

法人税等調整額 1,564 1,856 356 672 △ 498 △ 1,170

7,720 7,354 7,107 10,159 5,520 △ 4,639

（参考） 連結業務純益 11,481 10,875 10,805 7,910 6,635 △ 1,275

税金等調整前当期純利益

26年度 29年度25年度

経常利益

28年度

当期純利益

特別損益

連結粗利益

営業経費

貸倒償却引当費用

27年度


連結損益の推移

																						（単位：百万円）

								23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド

																						前年比 ゼンネン

				連結粗利益				39,229		37,443		38,363		37,349		36,699		35,277		34,033		△ 1,244

						資金利益		34,619		34,158		33,529		32,256		32,015		30,380		30,014		△ 366

						役務取引等利益		3,683		4,045		4,463		4,632		4,533		5,447		5,137		△ 310

						その他業務利益		926		△ 759		371		460		149		△ 551		△ 1,119		△ 568

				営業経費				27,257		27,476		27,808		27,308		26,361		28,040		28,108		68

				貸倒償却引当費用				1,199		△ 547		△ 1,786		△ 448		1,669		789		641		△ 148

						貸倒引当金戻入益 カシダオレヒキアテキンモドシイレエキ		-		723		2,181		983		-		-		-		-

						貸出金償却		5		60		22		13		1		25		7		△ 18

						個別貸倒引当金繰入額		△ 752		-		-		-		1,581		505		580		75

						一般貸倒引当金繰入額		2,013		-		-		-		△ 122		△ 53		17		70

						偶発損失引当金繰入額 グウハツソンシツヒキアテキンクリイレガク		△ 72		56		156		171		123		103		7		△ 96

						債権売却損		6		58		216		350		92		212		31		△ 181

						償却債権取立益 ショウキャクサイケントリタテエキ		-		-		-		0		7		4		1		△ 3

				株式等関係損益 カブシキトウカンケイソンエキ				△ 1,743		711		89		161		1,920		1,149		2,261		1,112

				持分法による投資損益 モチブンホウトウシソンエキ				17		31		53		17		30		-		-		-

				その他 タ				962		266		441		538		567		318		738		420

				経常利益				10,008		11,524		12,925		11,206		11,187		7,916		8,283		367

				特別損益				△ 109		△ 252		△ 216		280		△ 67		4,742		△ 217		△ 4,959

						うち退職給付会計変更時差異												0		0		0

						うち貸倒償却引当費用												0		0		0

				税金等調整前当期純利益				9,898		11,272		12,709		11,487		11,120		12,659		8,065		△ 4,594

				法人税、住民税及び事業税				4,020		3,059		3,424		2,276		3,656		1,827		3,043		1,216

				法人税等調整額				972		1,797		1,564		1,856		356		672		△ 498		△ 1,170

				当期純利益 ジュンリエキ				4,906		6,415		7,720		7,354		7,107		10,159		5,520		△ 4,639

				（参考） 連結業務純益 サンコウレンケツギョウムジュンエキ				11,121		11,180		11,481		10,875		10,805		7,910		6,635		△ 1,275
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資金運用勘定・調達勘定の状況
計数編

（単位：百万円、％）

（平残） （利回） （平残） （利回） （平残） （利回） （平残） （利回） （平残） （利回） （平残） （利回）

資金運用勘定平残 3,086,920 1.14 3,132,216 1.09 3,178,757 1.06 3,211,996 0.98 3,221,288 0.96 9,292 △ 0.02

貸出金 1,568,170 1.32 1,660,717 1.20 1,742,283 1.10 1,727,601 1.05 1,692,515 1.05 △ 35,086 0.00

有価証券 1,280,777 1.09 1,314,155 1.04 1,285,581 1.12 1,320,509 1.02 1,378,657 0.97 58,148 △ 0.05

うち国債 458,290 0.88 462,923 0.76 440,196 0.75 396,546 0.75 367,914 0.76 △ 28,632 0.01

うち地方債 271,486 1.39 263,804 1.35 270,181 1.32 287,249 1.21 310,259 1.11 23,010 △ 0.10

うち株式 25,272 3.20 25,486 3.84 25,517 4.39 28,702 4.12 29,119 4.73 417 0.61

コールローン 165,993 0.12 108,613 0.12 96,700 0.11 118,026 △ 0.01 113,597 0.00 △ 4,429 0.01

買入金銭債権 9,737 1.11 6,627 1.32 4,990 1.19 3,203 0.83 2,779 0.62 △ 424 △ 0.21

資金調達勘定平残 3,083,355 0.05 3,084,100 0.06 3,077,019 0.06 3,123,456 0.04 3,164,839 0.03 41,383 △ 0.01

預金等 3,067,516 0.04 3,059,792 0.04 3,046,211 0.03 3,047,380 0.02 3,063,837 0.01 16,457 △ 0.01

預金 2,830,484 0.04 2,845,241 0.04 2,876,597 0.03 2,888,538 0.02 2,913,692 0.01 25,154 △ 0.01

譲渡性預金 237,031 0.03 214,550 0.03 169,614 0.03 158,842 0.01 150,144 0.01 △ 8,698 0.00

コールマネー 796 0.32 3,149 0.06 7,129 0.03 49,717 0.05 50,629 0.03 912 △ 0.02

社債 - - - - - - - - - - - - 

6,887 0.00 10,916 0.00 12,076 0.00 10,869 0.00 11,119 0.00 250 0.00

3,101 2.32 2,649 2.35 2,127 2.37 1,606 2.38 1,056 2.43 △ 550 0.05

２８年度２６年度 ２７年度 前年比

リース債務

２５年度

新株予約権付社債

２９年度


資金運用調達勘定

				■資金運用・調達勘定の状況

																																								（単位：百万円、％）

										２３年度 ネンド				２４年度 ネンド				２５年度 ネンド				２６年度 ネンド				２７年度 ネンド				２８年度 ネンド				２９年度 ネンド

																																						前年比 ネンヒ

										（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）		（平残）		（利回）

				資金運用勘定平残						2,763,389		1.33		3,010,527		1.19		3,086,920		1.14		3,132,216		1.09		3,178,757		1.06		3,211,996		0.98		3,221,288		0.96		9,292		△ 0.02

						貸出金				1,440,058		1.60		1,516,175		1.45		1,568,170		1.32		1,660,717		1.20		1,742,283		1.10		1,727,601		1.05		1,692,515		1.05		△ 35,086		0.00

						有価証券				1,073,800		1.24		1,154,731		1.15		1,280,777		1.09		1,314,155		1.04		1,285,581		1.12		1,320,509		1.02		1,378,657		0.97		58,148		△ 0.05

								うち国債		382,888		1.09		394,969		1.00		458,290		0.88		462,923		0.76		440,196		0.75		396,546		0.75		367,914		0.76		△ 28,632		0.01

								うち地方債 チホウサイ		217,270		1.36		248,291		1.38		271,486		1.39		263,804		1.35		270,181		1.32		287,249		1.21		310,259		1.11		23,010		△ 0.10

								うち株式		23,486		3.49		23,844		3.15		25,272		3.20		25,486		3.84		25,517		4.39		28,702		4.12		29,119		4.73		417		0.61

						コールローン				168,648		0.12		255,189		0.11		165,993		0.12		108,613		0.12		96,700		0.11		118,026		△ 0.01		113,597		0.00		△ 4,429		0.01

						買入金銭債権 カイイレキンセンサイケン				14,175		1.12		14,157		0.99		9,737		1.11		6,627		1.32		4,990		1.19		3,203		0.83		2,779		0.62		△ 424		△ 0.21

				資金調達勘定平残						2,658,702		0.08		2,911,137		0.06		3,083,355		0.05		3,084,100		0.06		3,077,019		0.06		3,123,456		0.04		3,164,839		0.03		41,383		△ 0.01

						預金等 ヨキントウ				2,608,478		0.06		2,893,763		0.04		3,067,516		0.04		3,059,792		0.04		3,046,211		0.03		3,047,380		0.02		3,063,837		0.01		16,457		△ 0.01

								預金		2,447,276		0.06		2,614,534		0.04		2,830,484		0.04		2,845,241		0.04		2,876,597		0.03		2,888,538		0.02		2,913,692		0.01		25,154		△ 0.01

								譲渡性預金		161,202		0.04		279,228		0.04		237,031		0.03		214,550		0.03		169,614		0.03		158,842		0.01		150,144		0.01		△ 8,698		0.00

						コールマネー				6,912		0.10		1,176		0.22		796		0.32		3,149		0.06		7,129		0.03		49,717		0.05		50,629		0.03		912		△ 0.02

						社債 シャサイ				13,715		1.68		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						新株予約権付社債 シンカブヨヤクケンツキシャサイ				11,167		0.00		3,836		0.00		6,887		0.00		10,916		0.00		12,076		0.00		10,869		0.00		11,119		0.00		250		0.00

						リース債務 サイム				-		-		1,183		2.43		3,101		2.32		2,649		2.35		2,127		2.37		1,606		2.38		1,056		2.43		△ 550		0.05
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預金の推移
計数編

【末残ベース】 （単位：百万円、％）

末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率

3,033,234 0.3 3,053,822 0.6 3,001,277 △ 1.7 3,056,146 1.8 3,080,151 0.7

個人 1,902,520 1.6 1,927,270 1.3 1,930,792 0.1 1,947,181 0.8 1,963,554 0.8

一般法人 484,825 4.6 527,791 8.8 534,690 1.3 550,341 2.9 616,603 12.0

公金 617,928 △ 4.5 562,478 △ 8.9 491,496 △ 12.6 494,285 0.5 446,606 △ 9.6

金融 27,958 △ 33.3 36,281 29.7 44,298 22.0 64,338 45.2 53,387 △ 17.0

流動性 1,792,313 7.8 1,742,352 △ 2.7 1,730,586 △ 0.6 1,793,393 3.6 1,900,031 5.9

定期性 1,236,670 0.4 1,216,328 △ 1.6 1,186,912 △ 2.4 1,168,987 △ 1.5 1,175,952 0.5

外貨預金 4,250 △ 96.7 95,141 2,138.6 83,777 △ 11.9 93,756 11.9 4,167 △ 95.5

2,815,612 0.3 2,836,308 0.7 2,784,591 △ 1.8 2,848,134 2.2 2,868,510 0.7

217,622 △ 0.2 217,514 △ 0.0 216,686 △ 0.3 208,012 △ 4.0 211,641 1.7

【平残ベース】 （単位：百万円、％）

平残 増減率 平残 増減率 平残 増減率 平残 増減率 平残 増減率

2,830,484 8.2 2,845,241 0.5 2,876,597 1.1 2,888,538 0.4 2,913,692 0.8

個人 1,896,370 1.5 1,923,727 1.4 1,942,144 0.9 1,944,926 0.1 1,963,604 0.9

一般法人 471,994 6.9 512,348 8.5 544,657 6.3 574,253 5.4 605,387 5.4

公金 449,486 53.7 396,963 △ 11.6 377,959 △ 4.7 355,491 △ 5.9 329,322 △ 7.3

金融 12,632 0.1 12,201 △ 3.4 11,835 △ 2.9 13,866 17.1 15,378 10.9

流動性 1,571,464 13.2 1,583,339 0.7 1,642,279 3.7 1,682,789 2.4 1,749,781 3.9

定期性 1,254,123 2.7 1,257,660 0.2 1,231,124 △ 2.1 1,202,413 △ 2.3 1,160,360 △ 3.4

外貨預金 4,896 △ 22.0 4,241 △ 13.3 3,192 △ 24.7 3,335 4.4 3,550 6.4

２８年度末

２８年度

２９年度末

２９年度２５年度

２５年度末 ２６年度末

２６年度

２７年度末

２７年度

総預金

総預金

うち県外

うち県内


7 預金推移

						■預金推移

						【末残ベース】																																		（単位：百万円、％）

												２２年度末 ネンドマツ		２３年度末 ネンドマツ				２４年度末 ネンドマツ				２５年度末 ネンドマツ				２６年度末 ネンドマツ				２７年度末 ネンドマツ				２８年度末 ネンドマツ				２９年度末 ネンドマツ

												末残		末残		増減率		末残		増減率		末残		増減率		末残		増減率		末残		増減率		末残		増減率		末残		増減率

						総預金						2,319,064		2,584,896		11.4		3,023,966		16.9		3,033,234		0.3		3,053,822		0.6		3,001,277		△ 1.7		3,056,146		1.8		3,080,151		0.7

										個人		1,727,320		1,853,192		7.2		1,871,091		0.9		1,902,520		1.6		1,927,270		1.3		1,930,792		0.1		1,947,181		0.8		1,963,554		0.8

										一般法人		381,919		445,356		16.6		463,387		4.0		484,825		4.6		527,791		8.8		534,690		1.3		550,341		2.9		616,603		12.0

										公金		187,839		244,865		30.3		647,518		164.4		617,928		△ 4.5		562,478		△ 8.9		491,496		△ 12.6		494,285		0.5		446,606		△ 9.6

										金融		21,985		41,481		88.6		41,968		1.1		27,958		△ 33.3		36,281		29.7		44,298		22.0		64,338		45.2		53,387		△ 17.0

								流動性				1,109,115		1,415,776		27.6		1,662,320		17.4		1,792,313		7.8		1,742,352		△ 2.7		1,730,586		△ 0.6		1,793,393		3.6		1,900,031		5.9

								定期性				1,148,494		1,163,629		1.3		1,230,967		5.7		1,236,670		0.4		1,216,328		△ 1.6		1,186,912		△ 2.4		1,168,987		△ 1.5		1,175,952		0.5

								外貨預金 ガイカ				61,454		5,489		△ 91.0		130,679		2,280.7		4,250		△ 96.7		95,141		2,138.6		83,777		△ 11.9		93,756		11.9		4,167		△ 95.5

						うち県内						2,109,877		2,362,554		11.9		2,805,830		18.7		2,815,612		0.3		2,836,308		0.7		2,784,591		△ 1.8		2,848,134		2.2		2,868,510		0.7

						うち県外						209,187		222,342		6.2		218,136		△ 1.8		217,622		△ 0.2		217,514		△ 0.0		216,686		△ 0.3		208,012		△ 4.0		211,641		1.7

						【平残ベース】																																		（単位：百万円、％）

												２２年度 ネンド		２３年度 ネンド				２４年度 ネンド				２５年度 ネンド				２６年度 ネンド				２７年度 ネンド				２８年度 ネンド				２９年度 ネンド

												平残		平残		増減率		平残		増減率		平残		増減率		平残		増減率		平残		増減率		平残		増減率		平残		増減率

						総預金						2,204,177		2,447,276		11.0		2,614,534		6.8		2,830,484		8.2		2,845,241		0.5		2,876,597		1.1		2,888,538		0.4		2,913,692		0.8

										個人		1,709,836		1,829,738		7.0		1,868,003		2.0		1,896,370		1.5		1,923,727		1.4		1,942,144		0.9		1,944,926		0.1		1,963,604		0.9

										一般法人		360,820		411,341		14.0		441,514		7.3		471,994		6.9		512,348		8.5		544,657		6.3		574,253		5.4		605,387		5.4

										公金		122,508		194,042		58.3		292,400		50.6		449,486		53.7		396,963		△ 11.6		377,959		△ 4.7		355,491		△ 5.9		329,322		△ 7.3

										金融		11,012		12,154		10.3		12,616		3.8		12,632		0.1		12,201		△ 3.4		11,835		△ 2.9		13,866		17.1		15,378		10.9

								流動性				1,026,187		1,243,499		21.1		1,387,951		11.6		1,571,464		13.2		1,583,339		0.7		1,642,279		3.7		1,682,789		2.4		1,749,781		3.9

								定期性				1,172,105		1,197,848		2.1		1,220,303		1.8		1,254,123		2.7		1,257,660		0.2		1,231,124		△ 2.1		1,202,413		△ 2.3		1,160,360		△ 3.4

								外貨預金 ガイカ				5,885		5,928		0.7		6,279		5.9		4,896		△ 22.0		4,241		△ 13.3		3,192		△ 24.7		3,335		4.4		3,550		6.4

						うち県内						2,016,013		2,239,546		11.0		2,407,172		7.4		2,619,369		8.8		2,630,999		0.4		2,659,778		1.0		2,672,802		0.4		2,699,812		1.0

						うち県外						188,164		207,729		10.3		207,361		△ 0.1		211,115		1.8		214,241		1.4		216,818		1.2		215,735		△ 0.4		213,880		△ 0.8



&L&F&C&A

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て
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個人金融資産の受入状況
計数編

（単位：百万円、％）

末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率

流動性預金 902,433 4.2 934,056 3.5 969,359 3.7 1,028,551 6.1 1,079,050 4.9

定期性預金 996,464 △ 0.4 990,589 △ 0.5 959,485 △ 3.1 916,303 △ 4.5 881,792 △ 3.7

1,000万円未満 823,777 2.0 831,195 0.9 813,286 △ 2.1 779,491 △ 4.1 753,164 △ 3.3

1,000万円以上 172,687 △ 10.5 159,394 △ 7.6 146,199 △ 8.2 136,812 △ 6.4 128,628 △ 5.9

外貨預金 3,622 △ 26.5 2,624 △ 27.5 1,947 △ 25.8 2,326 19.4 2,711 16.5

ＮＣＤ 20 - -              -           -              -           -              -           -              -           

1,902,540 1.6 1,927,270 1.2 1,930,792 0.1 1,947,181 0.8 1,963,554 0.8

（個人預金比率） ( 57.9) ( 58.9) ( 59.4) ( 59.3) ( 59.6)

投資信託 62,540 6.3 79,036 26.3 77,554 △ 1.8 75,641 △ 2.4 73,215 △ 3.2

公共債 54,916 △ 17.1 37,801 △ 31.1 23,890 △ 36.8 17,990 △ 24.6 20,725 15.2

保   険 119,427 14.1 135,337 13.3 148,701 9.8 164,524 10.6 171,133 4.0

236,883 3.0 252,174 6.4 250,145 △ 0.8 258,156 3.2 265,075 2.6

2,139,423 1.8 2,179,444 1.8 2,180,937 0.0 2,205,337 1.1 2,228,629 1.0

11.0 11.5 11.4 11.7 11.8

29年度末28年度末25年度末 27年度末

預り資産比率
ｂ／ｃ×100

預金等＋預り資産
ａ＋ｂ＝ｃ

預り資産　ｂ  

預金等　ａ

26年度末


預り資産の動向

																																						（単位：百万円、％）

										22年度末 ネンドマツ		23年度末 ネンドマツ				24年度末 ネンドマツ				25年度末 ネンドマツ				26年度末 ネンドマツ				27年度末 ネンドマツ				28年度末 ネンドマツ				29年度末 ネンドマツ

										末残 マツザン		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ		末残 マツザン		増減率 ゾウゲンリツ

						流動性預金				740,808		853,755		15.2		865,568		1.3		902,433		4.2		934,056		3.5		969,359		3.7		1,028,551		6.1		1,079,050		4.9

						定期性預金				981,596		995,122		1.3		1,000,594		0.5		996,464		△ 0.4		990,589		△ 0.5		959,485		△ 3.1		916,303		△ 4.5		881,792		△ 3.7

								1,000万円未満		758,335		780,120		2.8		807,609		3.5		823,777		2.0		831,195		0.9		813,286		△ 2.1		779,491		△ 4.1		753,164		△ 3.3

								1,000万円以上		223,261		215,002		△ 3.6		192,985		△ 10.2		172,687		△ 10.5		159,394		△ 7.6		146,199		△ 8.2		136,812		△ 6.4		128,628		△ 5.9

						外貨預金				4,489		4,314		△ 3.8		4,928		14.2		3,622		△ 26.5		2,624		△ 27.5		1,947		△ 25.8		2,326		19.4		2,711		16.5

						ＮＣＤ				250		-		△ 100.0		-		-		20		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				預金等　ａ ヨキントウ						1,727,143		1,853,192		7.2		1,871,091		0.9		1,902,540		1.6		1,927,270		1.2		1,930,792		0.1		1,947,181		0.8		1,963,554		0.8

				（個人預金比率）						( 72.3)		( 62.7)				( 56.8)				( 57.9)				( 58.9)				( 59.4)				( 59.3)				( 59.6)

						投資信託				59,074		51,507		△ 12.8		58,828		14.2		62,540		6.3		79,036		26.3		77,554		△ 1.8		75,641		△ 2.4		73,215		△ 3.2

						公共債 コウキョウサイ				80,025		69,286		△ 13.4		66,305		△ 4.3		54,916		△ 17.1		37,801		△ 31.1		23,890		△ 36.8		17,990		△ 24.6		20,725		15.2

						保   険 ホケン				78,462		90,194		14.9		104,648		16.0		119,427		14.1		135,337		13.3		148,701		9.8		164,524		10.6		171,133		4.0

				預り資産　ｂ   アズカシサン						217,561		210,987		△ 3.0		229,781		8.9		236,883		3.0		252,174		6.4		250,145		△ 0.8		258,156		3.2		265,075		2.6

				預金等＋預り資産                   ａ＋ｂ＝ｃ ヨキントウ						1,944,704		2,064,179		6.1		2,100,872		1.7		2,139,423		1.8		2,179,444		1.8		2,180,937		0.0		2,205,337		1.1		2,228,629		1.0

				預り資産比率　                      ｂ／ｃ×100 アズカシサンヒリツ						11.1		10.2				10.9				11.0				11.5				11.4				11.7				11.8

																																59.3				59.6



&L&F&C&A&R－&P－

算式に預金等の合計入力
⇒-N11/○○○百万円*100

算式に預金等の合計入力
⇒-N11/○○○百万円*100
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貸出金の推移
計数編

【末残ベース】 （単位：億円、％）

残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率

総貸出金 16,389 1.7 17,410 6.2 17,728 1.8 17,066 △ 3.7 17,559 2.8

大企業 4,252 △ 0.5 4,048 △ 4.7 4,107 1.4 3,551 △ 13.5 3,580 0.8

中堅企業 524 △ 1.3 505 △ 3.6 514 1.7 500 △ 2.7 507 1.4

中小企業等 8,098 1.7 8,728 7.7 8,849 1.3 9,008 1.7 9,553 6.0

中小企業 4,658 0.4 5,201 11.6 5,208 0.1 5,213 0.0 5,606 7.5

個人 3,439 3.5 3,527 2.5 3,641 3.2 3,795 4.2 3,946 3.9

地公体 3,503 4.8 4,102 17.0 4,231 3.1 3,986 △ 5.7 3,916 △ 1.7

地方公社 10 -            25 150.0 24 △ 4.0 19 △ 20.8 1 △ 94.7

うち岩手県内 10,602 0.5 11,417 7.6 11,492 0.6 11,326 △ 1.4 11,502 1.5

うち岩手県外 5,787 3.9 5,993 3.5 6,235 4.0 5,740 △ 7.9 6,057 5.5

【平残ベース】 （単位：億円、％）

残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率 残高 増減率

総貸出金 15,681 3.4 16,607 5.9 17,422 4.9 17,276 △ 0.8 16,925 △ 2.0

うち岩手県内 10,122 4.1 10,666 5.3 11,192 4.9 11,174 △ 0.1 11,047 △ 1.1

うち法人 4,169 △ 1.2 4,317 3.5 4,423 2.4 4,425 0.0 4,602 4.0

うち個人 2,608 0.4 2,654 1.7 2,728 2.7 2,813 3.1 2,918 3.7

うち公共 3,344 15.2 3,694 10.4 4,040 9.3 3,935 △ 2.5 3,526 △ 10.3

うち岩手県外 5,559 2.1 5,940 6.8 6,230 4.8 6,101 △ 2.0 5,877 △ 3.6

うち法人 4,889 1.2 5,097 4.2 5,335 4.6 5,163 △ 3.2 4,880 △ 5.4

うち個人 607 2.0 666 9.7 703 5.5 743 5.6 774 4.1

27年度末

27年度

25年度末

25年度

29年度末

29年度

28年度末

28年度

26年度末

26年度


貸出金末残

		【末残ベース】																																		（単位：億円、％） オク

								22年度末 ネンドマツ		23年度末 ネンドマツ				24年度末 ネンドマツ				25年度末 ネンドマツ				26年度末 ネンドマツ				27年度末 ネンドマツ				28年度末 ネンドマツ				29年度末 ネンドマツ

								残高 ダカ		残高 ダカ		増減率		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ

		総貸出金 キン						14,735		15,183		3.0		16,112		6.1		16,389		1.7		17,410		6.2		17,728		1.8		17,066		△ 3.7		17,559		2.8

				大企業				3,831		3,957		3.2		4,277		8.0		4,252		△ 0.5		4,048		△ 4.7		4,107		1.4		3,551		△ 13.5		3,580		0.8

				中堅企業				648		574		△ 11.4		531		△ 7.4		524		△ 1.3		505		△ 3.6		514		1.7		500		△ 2.7		507		1.4

				中小企業等				7,987		8,018		0.3		7,960		△ 0.7		8,098		1.7		8,728		7.7		8,849		1.3		9,008		1.7		9,553		6.0

						中小企業		4,596		4,669		1.5		4,639		△ 0.6		4,658		0.4		5,201		11.6		5,208		0.1		5,213		0.0		5,606		7.5

						個人		3,391		3,348		△ 1.2		3,321		△ 0.8		3,439		3.5		3,527		2.5		3,641		3.2		3,795		4.2		3,946		3.9

				地公体				2,264		2,630		16.1		3,342		27.0		3,503		4.8		4,102		17.0		4,231		3.1		3,986		△ 5.7		3,916		△ 1.7

				地方公社				3		3		0.0		-		△ 100.0		10		-		25		150.0		24		△ 4.0		19		△ 20.8		1		△ 94.7

				うち岩手県内 イワテ				9,609		9,964		3.6		10,546		5.8		10,602		0.5		11,417		7.6		11,492		0.6		11,326		△ 1.4		11,502		1.5

				うち岩手県外 イワテ				5,126		5,219		1.8		5,566		6.6		5,787		3.9		5,993		3.5		6,235		4.0		5,740		△ 7.9		6,057		5.5

		【平残ベース】 ヘイザン																																		（単位：億円、％） オク

								22年度 ネンド		23年度 ネンド				24年度 ネンド				25年度 ネンド				26年度 ネンド				27年度 ネンド				28年度 ネンド				29年度 ネンド

								残高 ダカ		残高 ダカ		増減率		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ		残高 ダカ		増減率 ゾウゲンリツ

		総貸出金 キン						13,821		14,400		4.1		15,161		5.2		15,681		3.4		16,607		5.9		17,422		4.9		17,276		△ 0.8		16,925		△ 2.0

				うち岩手県内 イワテケンナイ				8,891		9,303		4.6		9,720		4.4		10,122		4.1		10,666		5.3		11,192		4.9		11,174		△ 0.1		11,047		△ 1.1

						うち法人 ホウジン		4,198		4,241		1.0		4,222		△ 0.4		4,169		△ 1.2		4,317		3.5		4,423		2.4		4,425		0.0		4,602		4.0

						うち個人 コジン		2,657		2,616		△ 1.5		2,596		△ 0.7		2,608		0.4		2,654		1.7		2,728		2.7		2,813		3.1		2,918		3.7

						うち公共 コウキョウ		2,035		2,444		20.0		2,901		18.6		3,344		15.2		3,694		10.4		4,040		9.3		3,935		△ 2.5		3,526		△ 10.3

				うち岩手県外 イワテケンガイ				4,930		5,097		3.3		5,441		6.7		5,559		2.1		5,940		6.8		6,230		4.8		6,101		△ 2.0		5,877		△ 3.6

						うち法人 ホウジン		4,340		4,490		3.4		4,828		7.5		4,889		1.2		5,097		4.2		5,335		4.6		5,163		△ 3.2		4,880		△ 5.4

						うち個人 コジン		582		595		2.2		595		0.0		607		2.0		666		9.7		703		5.5		743		5.6		774		4.1



&C－&P－&R岩手銀行

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て
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業種別貸出金残高の推移
計数編

（単位：百万円、％）

残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比

213,158 13.0 219,397 12.6 223,560 12.6 185,241 10.9 170,693 9.7 △ 14,548 △ 1.2

6,270 0.4 7,289 0.4 6,442 0.4 7,354 0.4 7,728 0.4 374 0.0

1,025 0.1 825 0.0 820 0.0 898 0.1 1,723 0.1 825 0.0

2,976 0.2 3,136 0.2 3,501 0.2 3,004 0.2 2,636 0.2 △ 368 0.0

50,535 3.1 54,282 3.1 49,016 2.8 48,155 2.8 60,617 3.5 12,462 0.7

41,711 2.5 48,233 2.8 55,371 3.1 64,849 3.8 72,344 4.1 7,495 0.3

9,229 0.6 12,856 0.7 16,236 0.9 14,234 0.8 14,707 0.8 473 0.0

24,966 1.5 25,444 1.5 29,672 1.7 33,326 2.0 32,844 1.9 △ 482 △ 0.1

170,082 10.4 173,831 10.0 167,888 9.5 160,420 9.4 155,977 8.9 △ 4,443 △ 0.5

156,685 9.6 151,498 8.7 149,554 8.4 124,561 7.3 142,970 8.1 18,409 0.8

147,291 9.0 162,795 9.4 166,545 9.4 174,913 10.2 178,905 10.2 3,992 0.0

119,893 7.3 117,199 6.7 114,389 6.4 109,198 6.3 125,147 7.1 15,949 0.8

350,367 21.4 410,229 23.6 423,163 23.9 398,606 23.4 391,612 22.3 △ 6,994 △ 1.1

344,718 20.9 353,993 20.3 366,653 20.7 381,900 22.4 398,046 22.7 16,146 0.3

う ち 個 人 343,968 20.9 352,743 20.3 364,153 20.5 379,550 22.2 394,696 22.5 15,146 0.3

1,638,911 100.0 1,741,015 100.0 1,772,817 100.0 1,706,665 100.0 1,755,954 100.0 49,289 -         

各 種 サ ー ビ ス 業

地 方 公 共 団 体

鉱 業 ・ 砕 石 業

砂 利 採 取 業

建 設 業

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

漁 業

29年度末27年度末
前年比

28年度末

製 造 業

26年度末

そ の 他

合 計

運 輸 業 ・ 郵 便 業

卸 売 業 ・ 小 売 業

金 融 業 ・ 保 険 業

不 動 産 業 ・ 物 品 賃 貸 業

25年度末

農 業 ・ 林 業


資金運用調達勘定

																																				（単位：百万円、％）

						23年度末 ネンドスエ				24年度末 ネンドスエ				25年度末 ネンドスエ				26年度末 ネンドスエ				27年度末 ネンドスエ				28年度末 ネンドスエ				29年度末 ネンドスエ

																		１２年度				１２年度				１３年度				１３年度				前年比 ゼンネンドウヒ

						残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ

		製造業				222,206		14.6		226,904		14.1		213,158		13.0		219,397		12.6		223,560		12.6		185,241		10.9		170,693		9.7		△ 14,548		△ 1.2

		農業・林業 リンギョウ				5,542		0.4		6,291		0.4		6,270		0.4		7,289		0.4		6,442		0.4		7,354		0.4		7,728		0.4		374		0.0

		漁業				745		0.0		885		0.1		1,025		0.1		825		0.0		820		0.0		898		0.1		1,723		0.1		825		0.0

		鉱業・砕石業
砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				2,240		0.1		2,320		0.1		2,976		0.2		3,136		0.2		3,501		0.2		3,004		0.2		2,636		0.2		△ 368		0.0

		建設業				48,579		3.2		48,958		3.0		50,535		3.1		54,282		3.1		49,016		2.8		48,155		2.8		60,617		3.5		12,462		0.7

		電気・ガス・
熱供給・水道業				34,829		2.3		38,061		2.4		41,711		2.5		48,233		2.8		55,371		3.1		64,849		3.8		72,344		4.1		7,495		0.3

		情報通信業				13,735		0.9		9,973		0.6		9,229		0.6		12,856		0.7		16,236		0.9		14,234		0.8		14,707		0.8		473		0.0

		運輸業・郵便業 ユウビンギョウ				27,772		1.8		27,780		1.7		24,966		1.5		25,444		1.5		29,672		1.7		33,326		2.0		32,844		1.9		△ 482		△ 0.1

		卸売業・小売業 オロシウリギョウ				176,433		11.6		179,177		11.1		170,082		10.4		173,831		10.0		167,888		9.5		160,420		9.4		155,977		8.9		△ 4,443		△ 0.5

		金融業・保険業 ギョウ				134,238		8.8		151,857		9.4		156,685		9.6		151,498		8.7		149,554		8.4		124,561		7.3		142,970		8.1		18,409		0.8

		不動産業・物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				143,082		9.4		145,414		9.0		147,291		9.0		162,795		9.4		166,545		9.4		174,913		10.2		178,905		10.2		3,992		0.0

		各種サービス業				109,358		7.2		105,416		6.5		119,893		7.3		117,199		6.7		114,389		6.4		109,198		6.3		125,147		7.1		15,949		0.8

		地方公共団体				263,013		17.3		334,291		20.7		350,367		21.4		410,229		23.6		423,163		23.9		398,606		23.4		391,612		22.3		△ 6,994		△ 1.1

		その他				336,561		22.4		333,907		20.9		344,718		20.9		353,993		20.3		366,653		20.7		381,900		22.4		398,046		22.7		16,146		0.3

				うち個人 コジン		334,878		22.1		332,137		20.6		343,968		20.9		352,743		20.3		364,153		20.5		379,550		22.2		394,696		22.5		15,146		0.3

		合　　　　　　計				1,518,340		100.0		1,611,240		100.0		1,638,911		100.0		1,741,015		100.0		1,772,817		100.0		1,706,665		100.0		1,755,954		100.0		49,289		-

						(7)				(6)				(5)				(8)				(7)				(6)				(5)				1



&C－&P－&R岩手銀行

【注意】
　構成割合が１００．０となるように算式を調整している
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利回り、従業員数、店舗数の推移
計数編

■利回り・利鞘 （単位：％）

前年比

貸出金 A 1.32 1.20 1.10 1.05 1.05 0.00

有価証券 1.09 1.04 1.12 1.02 0.97 △ 0.05

B 1.14 1.09 1.06 0.98 0.96 △ 0.02

預金等利回 C 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 △ 0.01

経費率 D 0.87 0.86 0.85 0.86 0.85 △ 0.01

E　：　C　+　D 0.92 0.90 0.89 0.88 0.87 △ 0.01

F 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03 △ 0.01

G 0.92 0.92 0.91 0.88 0.86 △ 0.02

H　：　A　-　E 0.40 0.30 0.21 0.17 0.18 0.01

Ｉ 　：　B　－ G 0.22 0.17 0.15 0.10 0.10 0.00

J　：　A　－ C 1.28 1.16 1.06 1.03 1.04 0.01

K　：　B　-　F 1.09 1.03 1.00 0.94 0.93 △ 0.01

ＲＯＥ　※ 4.52 4.05 3.66 2.89 2.79 △ 0.10

70.27 70.98 70.99 78.72 81.47 2.75

70.91 71.76 71.49 76.40 77.86 1.46

※ＲＯＥ　＝　当期利益／｛（期首資本　＋　期末資本）÷２｝

■従業員数、店舗数 （単位：人、ヵ店）

前年比

従業員数 1,489 1,458 1,467 1,472 1,481 9

本部 278 272 282 284 302 18

営業店 1,211 1,186 1,185 1,188 1,179 △ 9

店舗数 110 109 108 108 108 -                  

県内店 92 91 90 90 90 -                  

4 4 4 4 4 -                  

県外店 18 18 18 18 18 -                  

28年度

28年度末25年度末

ＯＨＲ（コア業務粗利益ベース）

総資金利鞘

預金等原価

29年度

29年度26年度末

27年度

27年度末

総資金粗利鞘

預貸金利鞘

26年度25年度

（うちバーチャル、コンビニ運営管理）

ＯＨＲ（業務粗利益ベース）

資金運用利回

資金調達原価

預貸金粗利鞘

資金調達利回


利回の推移

				■利回り・利鞘 リマワリザヤ																				（単位：％）

										23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド

																								前年比 マエネンドウヒ

						貸出金		A		1.60		1.45		1.32		1.20		1.10		1.05		1.05		0.00

						有価証券				1.24		1.15		1.09		1.04		1.12		1.02		0.97		△ 0.05

				資金運用利回				B		1.33		1.19		1.14		1.09		1.06		0.98		0.96		△ 0.02

						預金等利回		C		0.06		0.04		0.04		0.04		0.03		0.02		0.01		△ 0.01

						経費率		D		1.00		0.90		0.87		0.86		0.85		0.86		0.85		△ 0.01

				預金等原価				E　：　C　+　D		1.06		0.94		0.92		0.90		0.89		0.88		0.87		△ 0.01

				資金調達利回				F		0.08		0.06		0.05		0.06		0.06		0.04		0.03		△ 0.01

				資金調達原価				G		1.06		0.96		0.92		0.92		0.91		0.88		0.86		△ 0.02

				預貸金利鞘				H　：　A　-　E		0.54		0.50		0.40		0.30		0.21		0.17		0.18		0.01

				総資金利鞘				Ｉ 　：　B　－ G		0.27		0.23		0.22		0.17		0.15		0.10		0.10		0.00

				預貸金粗利鞘				J　：　A　－ C		1.53		1.40		1.28		1.16		1.06		1.03		1.04		0.01

				総資金粗利鞘				K　：　B　-　F		1.25		1.13		1.09		1.03		1.00		0.94		0.93		△ 0.01

				ＲＯＥ　※						3.46		4.06		4.52		4.05		3.66		2.89		2.79		△ 0.10

				ＯＨＲ（業務粗利益ベース） ギョウムソリエキ						66.62		70.28		70.27		70.98		70.99		78.72		81.47		2.75

				ＯＨＲ（コア業務粗利益ベース） ギョウムソリエキ						67.88		69.71		70.91		71.76		71.49		76.40		77.86		1.46

				※ＲＯＥ　＝　当期利益／｛（期首資本　＋　期末資本）÷２｝

				■従業員数、店舗数 ジュウギョウインスウテンポスウ																				（単位：人、ヵ店） ニンテン

										23年度末 ネンドマツ		24年度末 ネンドマツ		25年度末 ネンドマツ		26年度末 ネンドマツ		27年度末 ネンドマツ		28年度末 ネンドマツ		29年度

																								前年比 マエネンドウヒ

				従業員数 ジュウギョウインスウ						1,511		1,497		1,489		1,458		1,467		1,472		1,481		9

						本部 ホンブ				307		279		278		272		282		284		302		18

						営業店 エイギョウテン				1,204		1,218		1,211		1,186		1,185		1,188		1,179		△ 9

				店舗数 テンポスウ						109		109		110		109		108		108		108		-

						県内店 ケンナイテン				91		91		92		91		90		90		90		-

						（うちバーチャル、コンビニ運営管理） ウンエイカンリ				3		3		4		4		4		4		4		-

						県外店 ケンガイテン				18		18		18		18		18		18		18		-



&L&F&C&A&R－&P－





（単位：億円）

保　　全　　額

非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類
担保・
保証等

引当額

破綻先 7 3 3
－

( 0)
－

( 2)
破綻先債権 7

実質破綻先 52 24 28
－

( 2)
－

( 9)

３ｶ月以上
延滞債権

0

要管理先 144 18 125
貸出条件
緩和債権

76

小　　計 372 274 235 38 73.5 合計 372

15,555 15,555

合　　計 17,669 16,372 1,250
46

(21)
－

( 12)
合　　計 17,669

　（注）自己査定結果におけるⅢ・Ⅳ分類の (　) 内は分類額に対する引当額

与信
残高

要管理先
以外の

要注意先

正常先
　（国・地公体
　　を含む）

要
注
意
先

正常債権

1,673 640 1,033

 区分

17,296

287

80.4危険債権

77 24 19 4

延滞債権

235

100.0

31.7

4459 59

189 171 18

15

自己査定結果（債務者区分別）　償却引当後
　　（対象：総与信）

分類

要管理債権

235

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

129 59
46

(18)
破綻懸念先

区分
貸出金
残高

保全率

金融再生法開示債権
　　（対象：総与信）

区分

リスク管理債権
 （対象：貸出金）

与信
残高
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＜29年度末(単体)＞

リスク管理債権

比率 ２．１１％
金融再生法開示

債権比率 ２．１１％

計数編 自己査定結果と
金融再生法開示債権・リスク管理債権の状況


 の ﾜｰｸｼｰﾄ)Sheet1

																																						（単位：億円） タンイオクエン

				自己査定結果（債務者区分別）　償却引当後
　　（対象：総与信） ジコサテイケッカサイムシャクブンベツショウキャクヒキアテゴタイショウソウヨシン																金融再生法開示債権
　　（対象：総与信） キンユウサイセイホウカイジサイケン																リスク管理債権
 （対象：貸出金） カンリサイケンタイショウカシダシキン

				区分 クブン				与信                                       残高 ヨシンザンダカ		分類 ブンルイ										区分 クブン				与信
残高 ヨシンザンダカ				保　　全　　額 タモツゼンガク				保全率 ホゼンリツ				区分 クブン		貸出金
残高 カシダシキンザンダカ

										非分類 ヒブンルイ		Ⅱ分類 ブンルイ		Ⅲ分類 ブンルイ		Ⅳ分類 ブンルイ												担保・
保証等 タンポホショウトウ		引当額 ヒキアテガク

				破綻先 ハタンサキ				7		3		3		－
( 0)		－
( 2)				破産更生債権及び これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン				59		59		44		15		100.0				破綻先債権 ハタンサキサイケン		7

				実質破綻先 ジッシツ				52		24		28		－
( 2)		－
( 9)																				延滞債権 エンタイサイケン		287

				破綻懸念先 ハタンケネンサキ				235		129		59		46
(18)						危険債権 キケンサイケン				235		189		171		18		80.4

				要注意先 ヨウチュウイサキ																要管理債権 ヨウカンリサイケン				77		24		19		4		31.7				３ｶ月以上
延滞債権 ツキイジョウエンタイサイケン		0

						要管理先		144		18		125																								貸出条件
緩和債権 カシダシジョウケンカンワサイケン		76

																				小　　計 ショウケイ				372		274		235		38		73.5				合計 ゴウケイ		372

																				正常債権 セイジョウサイケン				17,296

						要管理先
以外の
要注意先 イガイヨウチュウイサキ		1,673		640		1,033

				正常先
　（国・地公体
　　を含む） セイジョウサキクニチホウコウシャカラダフク				15,555		15,555

				合　　計 ゴウケイ				17,669		16,372		1,250		46
(21)		－
( 12)				合　　計				17,669

				　（注）自己査定結果におけるⅢ・Ⅳ分類の (　) 内は分類額に対する引当額 チュウイジコサテイケッカブンルイナイブンルイガクタイヒキアテガク
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金融再生法開示債権の状況
計数編

■開示債権残高の推移及び保全状況（対象：総与信） (単位：百万円、％)

保全カバー分（B） 保全率（B／A）  （％）

前年比 前年比 前年比

破産更生等債権 11,073 8,666 8,868 6,616 5,988 △ 628 6,616 5,988 △ 628 100.0 100.0 -        

危険債権 21,486 18,876 23,782 23,340 23,580 240 19,410 18,970 △ 440 83.1 80.4 △ 2.7 

要管理債権 8,244 10,192 9,656 8,074 7,718 △ 356 2,621 2,454 △ 167 32.4 31.7 △ 0.7 

小計　（Ａ） 40,804 37,735 42,308 38,031 37,286 △ 745 28,647 27,412 △ 1,235 75.3 73.5 △ 1.8 

正常債権 1,608,920 1,714,463 1,739,785 1,679,233 1,729,648 50,415

合計　（Ｂ） 1,649,724 1,752,198 1,782,093 1,717,264 1,766,935 49,671

開示債権比率 A/B 2.47 2.15 2.37 2.21 2.11 △ 0.10

（構成比）

破産更生等債権 0.67 0.49 0.50 0.38 0.34 △ 0.04

危険債権 1.30 1.08 1.33 1.36 1.33 △ 0.03

要管理債権 0.50 0.58 0.54 0.47 0.44 △ 0.03

正常債権 97.53 97.85 97.63 97.79 97.89 0.10

29年度末28年度末25年度末

開示債権残高（A）

29年度末27年度末26年度末 28年度末 29年度末 28年度末


13 金融再生法開示債権の保全状況

		

						■開示債権残高の推移及び保全状況（対象：総与信） カイジサイケンザンダカスイイオヨホゼンジョウキョウタイショウソウヨシン																												(単位：百万円、％)

								開示債権残高（A）																		保全カバー分（B）						保全率（B／A）  （％）

								23年度末 ネンド		24年度末 ネンドマツ		25年度末 ネンドマツ		26年度末 ネンドマツ		27年度末 ネンドマツ		28年度末 ネンドマツ		29年度末 ネンドマツ				28年度末 ネンドマツ		29年度末 ネンドマツ				28年度末 ネンドマツ		29年度末 ネンドマツ

																						前年比 ゼンネンヒ						前年比 ゼンネンヒ						前年比

						破産更生等債権		19,956		15,086		11,073		8,666		8,868		6,616		5,988		△ 628		6,616		5,988		△ 628		100.0		100.0		-0

						危険債権		25,167		23,856		21,486		18,876		23,782		23,340		23,580		240		19,410		18,970		△ 440		83.1		80.4		△ 2.7

						要管理債権		10,473		9,628		8,244		10,192		9,656		8,074		7,718		△ 356		2,621		2,454		△ 167		32.4		31.7		△ 0.7

						小計　（Ａ）		55,598		48,571		40,804		37,735		42,308		38,031		37,286		△ 745		28,647		27,412		△ 1,235		75.3		73.5		△ 1.8

						正常債権		1,473,021		1,571,758		1,608,920		1,714,463		1,739,785		1,679,233		1,729,648		50,415

						合計　（Ｂ）		1,528,619		1,620,329		1,649,724		1,752,198		1,782,093		1,717,264		1,766,935		49,671

						開示債権比率 A/B		3.63		2.99		2.47		2.15		2.37		2.21		2.11		△ 0.10

						（構成比） コウセイヒ

						破産更生等債権		1.31		0.93		0.67		0.49		0.50		0.38		0.34		△ 0.04

						危険債権		1.65		1.47		1.30		1.08		1.33		1.36		1.33		△ 0.03

						要管理債権		0.69		0.59		0.50		0.58		0.54		0.47		0.44		△ 0.03

						正常債権		96.35		97.01		97.53		97.85		97.63		97.79		97.89		0.10

								100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		-0.00



&L&F&C&A
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業種別リスク管理債権の状況
計数編

（単位：百万円、％）

26年度末 27年度末 28年度末 29年度末

リスク管理

債権額

各貸出金残

高に占める

割合

ﾘｽｸ管理債

権総額に占

める割合

リスク管理

債権額

各貸出金残

高に占める

割合

ﾘｽｸ管理債

権総額に占

める割合

リスク管理

債権額

各貸出金残

高に占める

割合

ﾘｽｸ管理債

権総額に占

める割合

リスク管理

債権額

各貸出金残

高に占める

割合

ﾘｽｸ管理債

権総額に占

める割合

製 造 業 7,590 3.4 20.1 8,545 3.8 20.2 8,516 4.5 22.4 8,568 5.0 23.0

農 業 ・ 林 業 46 0.6 0.1 431 6.6 1.0 354 4.8 0.9 337 4.3 0.9

漁 業 41 4.9 0.1 182 22.1 0.4 189 21.0 0.5 185 10.7 0.6

鉱 業 ・ 砕 石 業

・ 砂 利 採 取 業
36 1.1 0.1 30 0.8 0.1 25 0.8 0.1 9 0.3 0.0

建 設 業 2,386 4.3 6.3 2,253 4.5 5.3 1,911 3.9 5.0 1,804 2.9 4.8

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業
-           -           -            19          0.0 0.1 16          0.0 0.0 12          0.0 0.0

情 報 通 信 業 428 3.3 1.1 395 2.4 0.9 500 3.5 1.3 464 3.1 1.2

運 輸 業 ・ 郵 便 業 1,810 7.1 4.8 1,726 5.8 4.1 1,449 4.3 3.8 1,062 3.2 2.9

卸 売 業 ・ 小 売 業 8,462 4.8 22.4 10,034 5.9 23.8 7,659 4.7 20.2 8,098 5.1 21.9

金 融 業 ・ 保 険 業 1,038 0.6 2.8 1,035 0.6 2.5 1,023 0.8 2.7 1,021 0.7 2.7

不動産業・物品賃貸業 3,260 2.0 8.6 3,752 2.2 8.9 3,374 1.9 8.9 2,915 1.6 7.8

各 種 サ ー ビ ス 業 6,313 5.3 16.7 7,920 6.9 18.7 7,543 6.9 19.9 7,034 5.6 18.9

地 方 公 共 団 体 -           -           -            -           -           -            -           -           -          -           -           0.0

そ の 他 6,283 1.7 16.9 5,927 1.6 14.0 5,426 1.4 14.3 5,695 1.4 15.3

合 計 37,698 2.1 100.0 42,255 2.3 100.0 37,990 2.2 100.0 37,211 2.1 100.0


業種別ﾘｽｸ管理債権

				隠す カク								隠す カク								隠す カク								隠す カク								隠す カク								隠す カク						（単位：百万円、％）

								24年度末 ネンドスエ								25年度末 ネンドスエ								26年度末 ネンドスエ								27年度末 ネンドスエ								28年度末 ネンドスエ								29年度末 ネンドスエ

				貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ		貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ		貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ		貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ		貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ		貸出金残高 カシダシキンザンダカ		リスク管理債権額 カンリサイケンガク		各貸出金残高に占める割合 カクカシダシキンザンダカシワリアイ		ﾘｽｸ管理債権総額に占める割合 カンリサイケンソウガクシワリアイ

		製造業		226,904		9,550		4.2		19.7		213,158		5,991		2.8		14.7		219,397		7,590		3.4		20.1		223,560		8,545		3.8		20.2		185,241		8,516		4.5		22.4		170,693		8,568		5.0		23.0

		農業・林業 ノウギョウリンギョウ		6,291		36		0.5		0.1		6,270		86		1.3		0.2		7,289		46		0.6		0.1		6,442		431		6.6		1.0		7,354		354		4.8		0.9		7,728		337		4.3		0.9

		農業						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0

		林業						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0

		漁業		885		182		20.5		0.4		1,025		116		11.3		0.3		825		41		4.9		0.1		820		182		22.1		0.4		898		189		21.0		0.5		1,723		185		10.7		0.6		+0.1

		鉱業・砕石業
・砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ		2,320		48		2.0		0.1		2,976		34		1.1		0.1		3,136		36		1.1		0.1		3,501		30		0.8		0.1		3,004		25		0.8		0.1		2,636		9		0.3		0.0

		建設業		48,958		2,649		5.4		5.5		50,535		2,255		4.4		5.5		54,282		2,386		4.3		6.3		49,016		2,253		4.5		5.3		48,155		1,911		3.9		5.0		60,617		1,804		2.9		4.8

		電気・ガス・
熱供給・水道業		38,061		122		0.3		0.3		41,711		-		-		-		48,233		-		-		-		55,371		19		0.0		0.1		64,849		16		0.0		0.0		72,344		12		0.0		0.0

		情報通信業		9,973		466		4.6		1.0		9,229		456		4.9		1.1		12,856		428		3.3		1.1		16,236		395		2.4		0.9		14,234		500		3.5		1.3		14,707		464		3.1		1.2

		運輸業・郵便業 ユウビンギョウ		27,780		1,889		6.7		3.9		24,966		1,850		7.4		4.5		25,444		1,810		7.1		4.8		29,672		1,726		5.8		4.1		33,326		1,449		4.3		3.8		32,844		1,062		3.2		2.9

		卸売業・小売業 ウギョウ		179,177		10,029		5.5		20.7		170,082		9,487		5.5		23.3		173,831		8,462		4.8		22.4		167,888		10,034		5.9		23.8		160,420		7,659		4.7		20.2		155,977		8,098		5.1		21.9		+0.1

		金融業・保険業 ギョウ		151,857		52		0.0		0.1		156,685		567		0.3		1.4		151,498		1,038		0.6		2.8		149,554		1,035		0.6		2.5		124,561		1,023		0.8		2.7		142,970		1,021		0.7		2.7

		不動産業・物品賃貸業 フドウサンギョウブッピンチンタイギョウ		145,414		5,052		3.4		10.4		147,291		3,938		2.6		9.7		162,795		3,260		2.0		8.6		166,545		3,752		2.2		8.9		174,913		3,374		1.9		8.9		178,905		2,915		1.6		7.8

		不動産業						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0

		各種サービス業		105,416		10,451		9.9		21.6		119,893		8,947		7.4		21.9		117,199		6,313		5.3		16.7		114,389		7,920		6.9		18.7		109,198		7,543		6.9		19.9		125,147		7,034		5.6		18.9

		各種サービス業						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0

		地方公共団体		334,291		-		-		-		350,367		-		-		-		410,229		-		-		-		423,163		-		-		-		398,606		-		-		-0		391,612		-		-		0.0

		その他		333,907		7,953		2.3		16.2		344,718		7,049		2.0		17.3		353,993		6,283		1.7		16.9		366,653		5,927		1.6		14.0		381,900		5,426		1.4		14.3		398,046		5,695		1.4		15.3

		合　　　　　　計		1,611,240		48,484		3.0		100.0		1,638,911		40,781		2.4		100.0		1,741,015		37,698		2.1		100.0		1,772,817		42,255		2.3		100.0		1,706,665		37,990		2.2		100.0		1,755,954		37,211		2.1		100.0

										100.00								100.00		1,741,007.00						100.00		1,772,810.00						100.00		1,706,659.00						100.00		1,755,949.00						100.00



&C－&P－&R岩手銀行

masanobu:
この列は最後に隠す

masanobu:
この列は最後に隠す

masanobu:
この列は最後に隠す

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

構成比と同じ考え方
⇒全体が100になるように調整（小数点第2位四捨五入）

masanobu:
この列は最後に隠す

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

構成比と同じ考え方
⇒全体が100になるように調整（小数点第2位四捨五入）

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

構成比と同じ考え方
⇒全体が100になるように調整（小数点第2位四捨五入）

masanobu:
この列は最後に隠す

masanobu:
この列は最後に隠す

単位未満（小数点第2位以下）切り捨て

構成比と同じ考え方
⇒全体が100になるように調整（小数点第2位四捨五入）

合計が１００．０となるように、「その他」の割合を調整
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債務者区分別残高・分類額

※対象：総与信

計数編

■自己査定債務者区分別残高 (単位：百万円、％)

構成比 構成比 残高 構成比

破綻先 1,654 1,027 897 244 0.0 739 0.1 495 0.1

実質破綻先 9,418 7,638 7,971 6,372 0.4 5,248 0.3 △ 1,124 △ 0.1

破綻懸念先 21,486 18,876 23,782 23,340 1.4 23,580 1.3 240 △ 0.0

要注意先 222,485 179,148 185,056 175,287 10.2 181,821 10.3 6,534 0.1

要管理先 15,480 18,682 17,999 11,553 0.7 14,448 0.8 2,895 0.1

要管理先以外
の要注意先

207,005 160,466 167,057 163,733 9.5 167,372 9.5 3,639 △ 0.1

小計 255,045 206,691 217,708 205,244 12.0 211,390 12.0 6,146 0.0

1,394,679 1,545,507 1,564,385 1,512,020 88.0 1,555,545 88.0 43,525 △ 0.0

合計 1,649,724 1,752,198 1,782,093 1,717,264 100.0 1,766,935 100.0 49,671 -

■分類額（償却・引当後） (単位：百万円、％)

構成比 構成比 残高 構成比

総与信残高 1,649,724 1,752,198 1,782,093 1,717,264 100.0 1,766,935 100.0 49,671 -

非分類額 1,492,638 1,636,075 1,651,670 1,596,884 93.0 1,637,249 92.7 40,365 △ 0.3

分類額合計 157,085 116,123 130,422 120,380 7.0 129,685 7.3 9,305 0.3

Ⅱ分類 154,072 114,093 127,368 116,449 6.8 125,075 7.1 8,626 0.3

Ⅲ分類 3,012 2,029 3,053 3,930 0.2 4,610 0.2 680 △ 0.0

Ⅳ分類 -                -                -                -                - -                - -                -               

２８年度末

２８年度末

２６年度末

２６年度末

２７年度末

２７年度末

２９年度末 前年比

２９年度末
前年比

正常先・非分類債権先

２５年度末

２５年度末


14 債務者区分別残高

		

				■自己査定債務者区分別残高 ジコサテイ																				隠す カク												(単位：百万円、％)												(単位：百万円、％)

										２３年度末 ネンド				２４年度末 ネンド				２５年度末 ネンドマツ				２６年度末 ネンドマツ						２７年度末 ネンドマツ										２８年度末 ネンドマツ				２９年度末 ネンドマツ

																																		前年比 ゼンネンヒ												前年比 ゼンネンヒ

												構成比				構成比				構成比				構成比		構成比				構成比		構成比		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ				構成比				構成比		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ

						破綻先				1,019		0.1		1,952		0.1		1,654		0.1		1,027		0.05861		0.1		897		0.1		0.1		△ 130		-		244		0.0		739		0.1		495		0.1

						実質破綻先				18,937		1.2		13,133		0.8		9,418		0.6		7,638		0.43591		0.4		7,971		0.4		0.4		333		-		6,372		0.4		5,248		0.3		△ 1,124		△ 0.1

						破綻懸念先				25,167		1.7		23,856		1.5		21,486		1.3		18,876		1.07728		1.1		23,782		1.3		1.3		4,906		0.2		23,340		1.4		23,580		1.3		240		△ 0.0

						要注意先				183,200		12.0		212,212		13.1		222,485		13.5		179,148		10.22419		10.2		185,056		10.4		10.4		5,908		0.2		175,287		10.2		181,821		10.3		6,534		0.1

								要管理先		13,649		0.9		12,836		0.8		15,480		0.9		18,682		1.06620		1.1		17,999		1.0		1.0		△ 683		△ 0.1		11,553		0.7		14,448		0.8		2,895		0.1

								要管理先以外
の要注意先		169,551		11.1		199,375		12.3		207,005		12.6		160,466		9.15798		9.1		167,057		9.4		9.4		6,591		0.3		163,733		9.5		167,372		9.5		3,639		△ 0.1

				小計						228,323		14.9		251,154		15.5		255,045		15.5		206,691		11.79610		11.8		217,708		12.2		12.2		11,017		0.4		205,244		12.0		211,390		12.0		6,146		0.0

				正常先・非分類債権先						1,300,293		85.1		1,369,175		84.5		1,394,679		84.5		1,545,507		88.20390		88.2		1,564,385		87.8		87.8		18,878		△ 0.4		1,512,020		88.0		1,555,545		88.0		43,525		△ 0.0

				合計						1,528,619		100.0		1,620,329		100.0		1,649,724		100.0		1,752,198		100.00000		100.0		1,782,093		100.0		100.0		29,895		-		1,717,264		100.0		1,766,935		100.0		49,671		-

				■分類額（償却・引当後）																																(単位：百万円、％)												(単位：百万円、％)

										２３年度末 ネンド				２４年度末 ネンド				２５年度末 ネンドマツ				２６年度末 ネンドマツ						２７年度末 ネンドマツ										２８年度末 ネンドマツ				２９年度末

																																		前年比 ゼンネンヒ												前年比 ゼンネンヒ

												構成比				構成比				構成比				構成比		構成比				構成比		構成比		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ				構成比				構成比		残高 ザンダカ		構成比 コウセイヒ

				総与信残高						1,528,619		100.0		1,620,329		100.0		1,649,724		100.0		1,752,198		100.0		100.0		1,782,093		100.0		100.0		29,895		-		1,717,264		100.0		1,766,935		100.0		49,671		-

				非分類額						1,405,704		92.0		1,466,232		90.5		1,492,638		90.5		1,636,075		93.4		93.4		1,651,670		92.7		92.7		15,595		△ 0.7		1,596,884		93.0		1,637,249		92.7		40,365		△ 0.3

				分類額合計						122,914		8.0		154,097		9.5		157,085		9.5		116,123		6.6		6.6		130,422		7.3		7.3		14,299		0.7		120,380		7.0		129,685		7.3		9,305		0.3

						Ⅱ分類				119,475		7.8		151,481		9.4		154,072		9.3		114,093		6.5		6.5		127,368		7.1		7.1		13,275		0.6		116,449		6.8		125,075		7.1		8,626		0.3

						Ⅲ分類				3,438		0.2		2,616		0.2		3,012		0.2		2,029		0.1		0.1		3,053		0.2		0.2		1,024		0.1		3,930		0.2		4,610		0.2		680		△ 0.0

						Ⅳ分類				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



&L&F&C&A

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

小数点第２位を四捨五入

構成比は、小数点第２位を四捨五入。
ただし、合計が１００．０となるように調整を行うこと。
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債務者区分の遷移状況

上段：債務者数（先）

下段：与信額 （百万円）

計数編

２９年度末

正常先
その他

要注意先
要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先  その他※

正常先 11,120 7,989 1,582 4 62 83 4           1,396 1.33% -           1,735

770,130 706,348 25,809 328 393 409 122        36,717 0.11% -           27,061

その他要注意先 7,502 917 5,634 11 127 31 1 781 2.11% 917 170

163,634 15,748 134,978 4,247 4,239 235 47 4,137 2.76% 15,748 8,768

要管理先 136 -           10 113 6 2           -           5 5.88% 10 8

11,553 -           1,325 9,899 129 50         -           148 1.54% 1,325 179

破綻懸念先 1,191 3 43 -           968 29 4 144 46 33

23,340 15 900 -           20,742 674 122 886 915 796

実質破綻先 444 4           10 -           11 264 10 145 25 10

6,372 45         98 -           371 4,411 537 908 514 537

破綻先 24 -           -           -           -           4 14 6 4 -           

244 -           -           -           -           50 169 23 50 -           

   計 20,417 8,913 7,279 128 1,174 413 33 2,477 1,002 1,956

975,275 722,157 163,112 14,475 25,877 5,831 998 42,821 18,552 37,341

２
８
年
度
末

好転 劣化

破綻懸念先

以下への劣

化比率

※１．28年度末において各債務者区分に属していた債務者が、 29年度末にどの区分に属していたかの遷移状況。
（与信額は、28年度末時点のもので、29年度中の追加与信、部分回収、償却等は反映させていない。）

２．対象債務者は、法人および個人企業。対象債権は、貸出金および支払承諾見返。
３．「その他」は、全額回収、返済、最終処理。


債務者区分の遷移状況

		

																２９年度末 ネンド								破綻懸念先以下への劣化比率				好転		劣化

										正常先		その他
要注意先		要管理先		破綻懸念先		実質破綻先		破綻先		その他※

		２８年度末 ネンド		正常先		11,120				7,989		1,582		4		62		83		4		1,396		1.33%				-		1,735

						770,130				706,348		25,809		328		393		409		122		36,717		0.11%				-		27,061

				その他要注意先		7,502				917		5,634		11		127		31		1		781		2.11%				917		170

						163,634				15,748		134,978		4,247		4,239		235		47		4,137		2.76%				15,748		8,768

				要管理先		136				-		10		113		6		2		-		5		5.88%				10		8

						11,553				-		1,325		9,899		129		50		-		148		1.54%				1,325		179

				破綻懸念先		1,191				3		43		-		968		29		4		144						46		33

						23,340				15		900		-		20,742		674		122		886						915		796

				実質破綻先		444				4		10		-		11		264		10		145						25		10

						6,372				45		98		-		371		4,411		537		908						514		537

				破綻先		24				-		-		-		-		4		14		6						4		-

						244				-		-		-		-		50		169		23						50		-

				計		20,417				8,913		7,279		128		1,174		413		33		2,477						1,002		1,956

						975,275				722,157		163,112		14,475		25,877		5,831		998		42,821						18,552		37,341



&C&A&R－&P－
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有価証券の推移
計数編

■　期末残高 （単位：百万円、％）

構成比 前年比

債券 1,165,806 1,120,638 1,044,929 1,041,152 959,422 73.7 △ 81,730

国債 473,104 482,398 435,352 398,765 326,975 25.1 △ 71,790

地方債 293,031 267,887 284,844 317,940 331,192 25.4 13,252

社債 399,669 370,351 324,731 324,445 301,254 23.1 △ 23,191

外国証券 106,373 127,606 115,823 106,154 130,355 10.0 24,201

株式 40,663 52,742 44,122 53,287 56,506 4.4 3,219

その他 45,731 81,387 115,962 146,479 155,293 11.9 8,814

合計 1,358,573 1,382,374 1,320,837 1,347,074 1,301,577 100.0 △ 45,497

■　平均残高 （単位：百万円、％）

構成比 前年比

債券 1,124,628 1,109,231 1,045,492 1,050,879 1,081,431 78.4 30,552

国債 458,290 462,923 440,196 396,546 367,914 26.7 △ 28,632

地方債 271,486 263,804 270,181 287,249 310,259 22.5 23,010

社債 394,849 382,502 335,114 367,083 403,257 29.2 36,174

外国証券 94,818 120,449 124,131 108,600 121,047 8.8 12,447

株式 25,272 25,486 25,517 28,702 29,119 2.1 417

その他 36,059 58,987 90,440 132,327 147,058 10.7 14,731

合計 1,280,777 1,314,155 1,285,581 1,320,509 1,378,657 100.0 58,148

28年度末

28年度

29年度末

29年度末26年度

27年度末

27年度

26年度末25年度末

25年度


16 有価証券の時価、評価差額

		■　期末残高 キマツザンダカ																隠す カク				隠す カク						（単位：百万円、％）

								23年度末 ネンド		24年度末 ネンド		25年度末 ネンド		26年度末 ネンド		27年度末 ネンド				28年度末 ネンド				29年度末 ネンド

																		構成比 コウセイヒ				構成比 コウセイヒ				構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ

		債券 サイケン						979,809		1,087,469		1,165,806		1,120,638		1,044,929		79.1111		1,041,152		77.3		959,422		73.7		△ 81,730

				国債 コクサイ				386,602		432,392		473,104		482,398		435,352		32.9603		398,765		29.6		326,975		25.1		△ 71,790

				地方債 チホウサイ				239,860		276,647		293,031		267,887		284,844		21.5654		317,940		23.6		331,192		25.4		13,252

				社債 シャサイ				353,345		378,429		399,669		370,351		324,731		24.5852		324,445		24.1		301,254		23.1		△ 23,191

		外国証券 ガイコクショウケン						73,309		82,596		106,373		127,606		115,823		8.7689		106,154		7.9		130,355		10.0		24,201

		株式 カブシキ						28,710		35,515		40,663		52,742		44,122		3.3405		53,287		4.0		56,506		4.4		3,219

		その他						26,933		33,284		45,731		81,387		115,962		8.7794		146,479		10.8		155,293		11.9		8,814

		合計						1,108,763		1,238,864		1,358,573		1,382,374		1,320,837		100.0000		1,347,074		100.0		1,301,577		100.0		△ 45,497

		■　平均残高 ヘイキンザンダカ																										（単位：百万円、％）

								23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド				28年度 ネンド				29年度末

																		構成比 コウセイヒ				構成比 コウセイヒ				構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ

		債券 サイケン						944,690		1,015,931		1,124,628		1,109,231		1,045,492		81.32448		1,050,879		79.6		1,081,431		78.4		30,552

				国債 コクサイ				382,888		394,969		458,290		462,923		440,196		34.24102		396,546		30.0		367,914		26.7		△ 28,632

				地方債 チホウサイ				217,270		248,291		271,486		263,804		270,181		21.01626		287,249		21.8		310,259		22.5		23,010

				社債 シャサイ				344,532		372,670		394,849		382,502		335,114		26.06712		367,083		27.8		403,257		29.2		36,174

		外国証券 ガイコクショウケン						74,277		81,876		94,818		120,449		124,131		9.65563		108,600		8.2		121,047		8.8		12,447

		株式 カブシキ						23,486		23,844		25,272		25,486		25,517		1.98486		28,702		2.2		29,119		2.1		417

		その他						31,345		33,079		36,059		58,987		90,440		7.03495		132,327		10.0		147,058		10.7		14,731

		合計						1,073,800		1,154,731		1,280,777		1,314,155		1,285,581		100.00000		1,320,509		100.0		1,378,657		100.0		58,148



&L&F&C&A

小数点第２位四捨五入

小数点第２位四捨五入

小数点第２位四捨五入

小数点第２位四捨五入

小数点第２位四捨五入

小数点第２位四捨五入
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 仕組債・オルタナティブ投資等への投資状況

 株式・ＥＴＦへの投資状況

611 616 606641 739
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0

5,000

10,000

15,000

20,000

円日経平均 種 別 期末簿価 評価損益

ＲＭＢＳ
（住宅ローン担保証券）

債券 27,960 647

信託受益権 2,954 19

ＣＭＢＳ
（商業用不動産担保証券）

債券 － －

信託受益権 － －

ＣＤＯ 債券 － －

その他（ＡＢＳ、ＦＴＤ）
債券 － －

信託受益権 － －

合計
債券 27,960 647

信託受益権 2,954 19

※１．期末簿価は評価前簿価。 ２．信託受益権は全て「満期保有目的」。

 不動産関連投資の状況

証券化商品等への投資状況（29年度末） （単位：百万円）（評価前簿価）

（評価前簿価）（評価前簿価）

ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ投資 REIT（FOFを含む）

RMBS・CMBS・REIT債等仕組債

株式

ETF
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有価証券関係損益の推移
計数編

（単位：百万円）

前年比

348 407 254 △ 1,009 △ 1,487 △ 478

売却益 825 552 2,057 546 241 △ 305

償還益 -                -                -                -                -                -                

売却損（△） 43 114 5 17 3 △ 14

償還損（△） 433 31 1,797 1,538 1,725 187

償却（△） -                -                -                -                -                -                

89 161 1,920 1,149 2,260 1,111

売却益 166 246 1,922 1,191 2,317 1,126

売却損（△） -                0 -                41              56              15

償却（△） 76 84 1 -                0 0

有価証券関係損益　A＋B 438 568 2,175 140 773 633

有価証券利息配当金 C 14,019 13,770 14,408 13,489 13,406 △ 83

債券 11,252 9,924 9,404 8,730 8,357 △ 373

株式 810 979 1,121 1,183 1,378 195

その他証券 994 1,791 2,924 2,780 2,659 △ 121

外国証券 960 1,075 958 794 1,012 218

実現損益　A＋B＋C 14,457 14,338 16,584 13,629 14,180 551

株式等損益（３勘定尻） B

国債等債券損益（５勘定尻） A

２９年度２７年度２５年度 ２６年度 ２８年度


連結損益の推移

																				（単位：百万円）

						２３年度 ネンド		２４年度 ネンド		２５年度 ネンド		２６年度 ネンド		２７年度 ネンド		２８年度 ネンド		２９年度 ネンド

																				前年比 ゼンネン

		国債等債券損益（５勘定尻） A コクサイトウサイケンソンエキカンジョウジリ				726		△ 302		348		407		254		△ 1,009		△ 1,487		△ 478

				売却益 バイキャクエキ		1,362		301		825		552		2,057		546		241		△ 305

				償還益 ショウカンエキ		-		-		-		-		-		-		-		-

				売却損（△） バイキャクソン		500		557		43		114		5		17		3		△ 14

				償還損（△） ショウカンソン		135		45		433		31		1,797		1,538		1,725		187

				償却（△） ショウキャク		-		-		-		-		-		-		-		-

		株式等損益（３勘定尻） B カブシキトウソンエキカンジョウジリ				△ 1,743		711		89		161		1,920		1,149		2,260		1,111

				売却益 バイキャクエキ		29		885		166		246		1,922		1,191		2,317		1,126

				売却損（△） バイキャクソン		1,075		115		-		0		-		41		56		15

				償却（△） ショウキャク		697		58		76		84		1		-		0		0

		有価証券関係損益　A＋B ユウカショウケンカンケイソンエキ				△ 1,016		409		438		568		2,175		140		773		633

		有価証券利息配当金 C ユウカショウケンリソクハイトウキン				13,335		13,358		14,019		13,770		14,408		13,489		13,406		△ 83

				債券 サイケン		11,540		11,406		11,252		9,924		9,404		8,730		8,357		△ 373

				株式 カブシキ		821		752		810		979		1,121		1,183		1,378		195

				その他証券 タショウケン		228		373		994		1,791		2,924		2,780		2,659		△ 121

				外国証券 ガイコクショウケン		746		826		960		1,075		958		794		1,012		218

		実現損益　A＋B＋C ジツゲンソンエキ				12,318		13,767		14,457		14,338		16,584		13,629		14,180		551
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有価証券等の減損処理基準

１．期末日における時価が取得原価に比べて50％
以上下落した場合で、合理的な反証がない場合

２．期末日における時価が取得原価に比べて30％
以上50％未満の範囲で下落した場合で、形式基
準に該当し、時価回復の可能性がない場合

＜形式基準＞
(1)  株式
① 時価が期末日以前1年間にわたり、取得原価

に対して一度も70％超の水準まで回復していな
い場合

② 株式の発行会社が債務超過の状態にある場
合または2期連続で損失を計上している場合

③ 期末時点において、ロスカットルールに定める
損切水準に達している場合

(2)  投資信託
上記①及び③の場合

(3)  債券及び信託受益権
取得時に比べて取得格付が2ランク以上下落

した場合や、ＢＢ格以下となった場合等、信用状
態の著しい低下があったと判断される場合

■ 時価及び評価差額（29年度末現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

うち益 うち損

国債 31,955 36,194 4,238 4,238 -                 

地方債 -                 -                 -                 -                 -                 

社債 -                 -                 -                 -                 -                 

その他 4,806 4,824 17 18 △ 1

合計 36,762 41,018 4,256 4,257 △ 1

２．その他有価証券で時価のあるもの

うち益 うち損

株式 24,173 51,510 27,336 27,715 △ 378

債券 900,080 927,466 27,385 27,713 △ 327

国債 285,596 295,020 9,423 9,536 △ 112

地方債 316,545 331,192 14,646 14,760 △ 113

社債 297,938 301,254 3,315 3,416 △ 100

その他 271,796 276,373 4,576 7,855 △ 3,279

合計 1,196,050 1,255,350 59,299 63,284 △ 3,985

■評価損益の推移 （単位：百万円）

25年度末 26年度末 2７年度末 28年度末 29年度末 前年比

満期保有目的 1,325 2,722 5,026 4,223 4,256 33

その他有価証券 48,932 70,468 67,372 58,869 59,299 430

株式 15,038 27,080 18,818 23,280 27,336 4,056

債券 31,216 35,338 44,736 31,987 27,385 △ 4,602

その他 2,676 8,049 3,817 3,601 4,576 975

合計 50,258 73,191 72,399 63,092 63,555 463

日経平均株価  　 （円） 14,827.83 19,206.99 16,758.67 18,909.26 21,454.30 2,545.04

10年国債利回　　（％） 0.645 0.400 △ 0.050 0.065 0.045 △ 0.020

取得原価
貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表
計上額

時　　　価 評価差額

有価証券の時価、評価差額等(単体)


16 有価証券の時価、評価差額

				■ 時価及び評価差額（29年度末現在） ジカオヨヒョウカサガクネンドマツゲンザイ

				１．満期保有目的の債券で時価のあるもの マンキホユウモクテキサイケンジカ														（単位：百万円）

										貸借対照表　　　　　　　　　　計上額 タイシャクタイショウヒョウケイジョウガク		時　　　価 トキアタイ		評価差額 ヒョウカ

																うち益		うち損

				国債 コクサイ						31,955		36,194		4,238		4,238		-

				地方債 チホウサイ						-		-		-		-		-

				社債 シャサイ						-		-		-		-		-

				その他 タ						4,806		4,824		17		18		△ 1

				合計						36,762		41,018		4,256		4,257		△ 1

				２．その他有価証券で時価のあるもの タユウカショウケンジカ

										取得原価		貸借対照表　　　　　　　　　　計上額 タイシャクタイショウヒョウケイジョウガク		評価差額

																うち益		うち損

				株式						24,173		51,510		27,336		27,715		△ 378

				債券						900,080		927,466		27,385		27,713		△ 327

						国債				285,596		295,020		9,423		9,536		△ 112

						地方債				316,545		331,192		14,646		14,760		△ 113

						社債				297,938		301,254		3,315		3,416		△ 100

				その他						271,796		276,373		4,576		7,855		△ 3,279

				合計						1,196,050		1,255,350		59,299		63,284		△ 3,985

				■評価損益の推移																（単位：百万円）

										25年度末 ネンドマツ		26年度末 ネンドマツ		2７年度末 ネンドマツ		28年度末 ネンドマツ		29年度末 ネンドマツ		前年比 ゼンネンヒ

				満期保有目的 マンキホユウモクテキ						1,325		2,722		5,026		4,223		4,256		33

				その他有価証券 ユウカショウケン						48,932		70,468		67,372		58,869		59,299		430

						株式				15,038		27,080		18,818		23,280		27,336		4,056

						債券				31,216		35,338		44,736		31,987		27,385		△ 4,602

						その他				2,676		8,049		3,817		3,601		4,576		975

				合計						50,258		73,191		72,399		63,092		63,555		463

				日経平均株価  　 （円） エン						14,827.83		19,206.99		16,758.67		18,909.26		21,454.30		2,545.04

				10年国債利回　　（％）						0.645		0.400		△ 0.050		0.065		0.045		△ 0.020
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計数編

＜29年度末＞

＜28年度末＞

保有上場株式業種別ウェイト（時価ベース）


Graph1

		水産・農林　		水産・農林　

		鉱業		鉱業

		建設　		建設　

		食料品　		食料品　

		繊維製品　		繊維製品　

		パルプ・紙　		パルプ・紙　

		化学　		化学　

		医療品　		医療品　

		石油・石炭　		石油・石炭　

		ゴム　		ゴム　

		ガラス・土石　		ガラス・土石　

		鉄鋼　		鉄鋼　

		非鉄金属　		非鉄金属　

		金属製品　		金属製品　

		機械　		機械　

		電気製品　		電気製品　

		運送用機器　		運送用機器　

		精密機器		精密機器

		その他製品　		その他製品　

		電気・ガス　		電気・ガス　

		陸運　		陸運　

		海運　		海運　

		空運　		空運　

		倉庫運送用関連　		倉庫運送用関連　

		通信　		通信　

		卸売業　		卸売業　

		小売業　		小売業　

		銀行　		銀行　

		証券・商品　		証券・商品　

		保険　		保険　

		その他金融　		その他金融　

		不動産　		不動産　

		サービス　		サービス　
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所管部

		01		市場金融部 シジョウキンユウブ

		02		総合企画部 ソウゴウキカクブ

		03		法人戦略部 ホウジンセンリャクブ





plusⅡデータ

		銘柄コード		取引相手業種区分３		銘柄略称		銘柄備考１３		所有残高数量		所有償却前簿価残高＿原通貨		所有評価後簿価残高＿原通貨		評価時価		所有評価益＿原通貨		所有評価損＿原通貨

		1018030		建設業		清水建設		01		200000.0000		46200000.00		190200000.00		951.000000000		144000000.00		0.00

		1019110		建設業		住友林業		01		95300.0000		82563607.00		162581800.00		1706.000000000		80018193.00		0.00

		1019250		建設業		大和ハウス工業		01		45000.0000		99929668.00		184500000.00		4100.000000000		84570332.00		0.00

		1019280		建設業		積水ハウス		01		137396.0000		150643600.00		266823032.00		1942.000000000		116179432.00		0.00

		1020020		食料品		日清製粉グループ		01		170368.0000		99961524.00		359306112.00		2109.000000000		259344588.00		0.00

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		01		39000.0000		99599473.00		221013000.00		5667.000000000		121413527.00		0.00

		1025030		食料品		キリンＨＤ		01		102000.0000		103763442.00		288915000.00		2832.500000000		185151558.00		0.00

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		01		73900.0000		99956247.00		324790500.00		4395.000000000		224834253.00		0.00

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		01		8600.0000		43691439.00		44462000.00		5170.000000000		770561.00		0.00

		1025930		食料品		伊藤園		01		58800.0000		98287809.00		245784000.00		4180.000000000		147496191.00		0.00

		1028010		食料品		キッコーマン		01		125000.0000		99766134.00		535000000.00		4280.000000000		435233866.00		0.00

		1028020		食料品		味の素		01		84000.0000		58380000.00		161700000.00		1925.000000000		103320000.00		0.00

		1028090		食料品		キューピー		01		72300.0000		68324676.00		208730100.00		2887.000000000		140405424.00		0.00

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		01		85800.0000		112793764.00		303303000.00		3535.000000000		190509236.00		0.00

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		01		35200.0000		86474604.00		259776000.00		7380.000000000		173301396.00		0.00

		1029140		食料品		ＪＴ		01		67800.0000		216968240.00		207874800.00		3066.000000000		0.00		9093440.00

		1099480		食料品		アークス		03		109590.0000		125580000.00		281317530.00		2567.000000000		155737530.00		0.00

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		01		9420.0000		0.00		21835560.00		2318.000000000		21835560.00		0.00

		1030010		繊維製品		片倉工業		03		99000.0000		51979752.00		136719000.00		1381.000000000		84739248.00		0.00

		1031010		繊維製品		東洋紡		01		43983.0000		23609370.00		92320317.00		2099.000000000		68710947.00		0.00

		1034010		繊維製品		帝人		01		88932.0000		85440999.00		177952932.00		2001.000000000		92511933.00		0.00

		1034020		繊維製品		東レ		01		127067.0000		74860801.00		127892935.00		1006.500000000		53032134.00		0.00

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		01		43500.0000		84800262.00		133980000.00		3080.000000000		49179738.00		0.00

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		01		410385.0000		75393168.00		280703340.00		684.000000000		205310172.00		0.00

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		03		50000.0000		73300000.00		99300000.00		1986.000000000		26000000.00		0.00

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		03		48200.0000		53984000.00		31571000.00		655.000000000		0.00		22413000.00

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		01		221760.0000		58377158.00		203797440.00		919.000000000		145420282.00		0.00

		1040040		化学		昭和電工		01		29700.0000		35937000.00		133650000.00		4500.000000000		97713000.00		0.00

		1040080		化学		住友精化		03		71200.0000		93719468.00		362408000.00		5090.000000000		268688532.00		0.00

		1040210		化学		日産化学工業		01		62700.0000		64748819.00		277134000.00		4420.000000000		212385181.00		0.00

		1040450		化学		東亜合成		01		86705.0000		10353183.00		108641365.00		1253.000000000		98288182.00		0.00

		1040630		化学		信越化学工業		01		26700.0000		135659761.00		293833500.00		11005.000000000		158173739.00		0.00

		1040880		化学		エア・ウオーター		01		201000.0000		141918960.00		417276000.00		2076.000000000		275357040.00		0.00

		1040910		化学		大陽日酸		03		1822849.0000		347235285.00		2936609739.00		1611.000000000		2589374454.00		0.00

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		01		251066.0000		109227030.00		258723513.00		1030.500000000		149496483.00		0.00

		1042030		化学		住友ベークライト		01		282000.0000		99923646.00		264798000.00		939.000000000		164874354.00		0.00

		1044520		化学		花王		01		52000.0000		141418940.00		415012000.00		7981.000000000		273593060.00		0.00

		1046260		化学		太陽ホールディングス		01		24600.0000		60113787.00		112422000.00		4570.000000000		52308213.00		0.00

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		01		7500.0000		32954630.00		31837500.00		4245.000000000		0.00		1117130.00

		1049170		化学		マンダム		01		82400.0000		90332805.00		302408000.00		3670.000000000		212075195.00		0.00

		1045020		医薬品		武田薬品工業		01		30321.0000		171005873.00		157153743.00		5183.000000000		0.00		13852130.00

		1045030		医薬品		アステラス製薬		01		234500.0000		210628309.00		378483000.00		1614.000000000		167854691.00		0.00

		1045070		医薬品		塩野義製薬		01		90000.0000		97730475.00		494190000.00		5491.000000000		396459525.00		0.00

		1045230		医薬品		エーザイ		01		32700.0000		106955893.00		221738700.00		6781.000000000		114782807.00		0.00

		1045270		医薬品		ロート製薬		01		70000.0000		99475988.00		208250000.00		2975.000000000		108774012.00		0.00

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		01		48000.0000		79284252.00		138000000.00		2875.000000000		58715748.00		0.00

		1045680		医薬品		第一三共		01		75400.0000		145443148.00		265860400.00		3526.000000000		120417252.00		0.00

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		01		12300.0000		69249000.00		128658000.00		10460.000000000		59409000.00		0.00

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		01		500560.0000		201300117.00		322210472.00		643.700000000		120910355.00		0.00

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		01		128375.0000		133927666.00		316187625.00		2463.000000000		182259959.00		0.00

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		01		46700.0000		160681713.00		215940800.00		4624.000000000		55259087.00		0.00

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		01		54400.0000		99827115.00		106188800.00		1952.000000000		6361685.00		0.00

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		01		28000.0000		93467992.00		123340000.00		4405.000000000		29872008.00		0.00

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		01		409159.0000		82405440.00		675521509.00		1651.000000000		593116069.00		0.00

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		01		193543.0000		89085945.00		452213219.00		2336.500000000		363127274.00		0.00

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		03		200047.0000		148066706.00		428800744.00		2143.500000000		280734038.00		0.00

		1054440		鉄鋼		大和工業		01		41600.0000		88085820.00		122803200.00		2952.000000000		34717380.00		0.00

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		01		66000.0000		86366388.00		214830000.00		3255.000000000		128463612.00		0.00

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		03		25179.0000		10168023.00		80572800.00		3200.000000000		70404777.00		0.00

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		01		25460.0000		19686429.00		41334310.00		1623.500000000		21647881.00		0.00

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		01		54300.0000		100003230.00		129016800.00		2376.000000000		29013570.00		0.00

		1059470		金属製品		リンナイ		01		23100.0000		47821852.00		233310000.00		10100.000000000		185488148.00		0.00

		1059940		金属製品		ファインシンター		03		12000.0000		8700000.00		27360000.00		2280.000000000		18660000.00		0.00

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		01		16000.0000		20370316.00		20672000.00		1292.000000000		301684.00		0.00

		1060050		機械		三浦工業		01		148500.0000		75081256.00		498217500.00		3355.000000000		423136244.00		0.00

		1062680		機械		ナブテスコ		01		11800.0000		49548210.00		48439000.00		4105.000000000		0.00		1109210.00

		1062870		機械		サトーＨＤ		01		75015.0000		52656929.00		252425475.00		3365.000000000		199768546.00		0.00

		1063010		機械		コマツ		01		55000.0000		60565688.00		195085000.00		3547.000000000		134519312.00		0.00

		1063700		機械		栗田工業		01		17300.0000		32748900.00		58387500.00		3375.000000000		25638600.00		0.00

		1063830		機械		ダイフク		01		8800.0000		49211249.00		56056000.00		6370.000000000		6844751.00		0.00

		1064540		機械		マックス		01		43000.0000		45865548.00		58738000.00		1366.000000000		12872452.00		0.00

		1064710		機械		日本精工		01		52000.0000		85223644.00		74152000.00		1426.000000000		0.00		11071644.00

		1064720		機械		ＮＴＮ		03		657555.0000		204042050.00		291954420.00		444.000000000		87912370.00		0.00

		1065860		機械		マキタ		01		54000.0000		81962598.00		280800000.00		5200.000000000		198837402.00		0.00

		1070110		機械		三菱重工業		01		20340.0000		18672855.00		82865160.00		4074.000000000		64192305.00		0.00

		1070130		機械		ＩＨＩ		03		5000.0000		6012000.00		16525000.00		3305.000000000		10513000.00		0.00

		1065010		電気機器		日立製作所		01		1027391.0000		58746290.00		791912982.00		770.800000000		733166692.00		0.00

		1065030		電気機器		三菱電機		01		120104.0000		61777502.00		204356956.00		1701.500000000		142579454.00		0.00

		1065920		電気機器		マブチモーター		01		7000.0000		38704803.00		36680000.00		5240.000000000		0.00		2024803.00

		1065940		電気機器		日本電産		01		41300.0000		149430809.00		676907000.00		16390.000000000		527476191.00		0.00

		1066450		電気機器		オムロン		01		45200.0000		99826914.00		282952000.00		6260.000000000		183125086.00		0.00

		1067010		電気機器		日本電気		03		37255.0000		15172055.00		111429705.00		2991.000000000		96257650.00		0.00

		1067520		電気機器		パナソニック		01		28000.0000		44959338.00		42588000.00		1521.000000000		0.00		2371338.00

		1067580		電気機器		ソニ－		01		10700.0000		48552154.00		55062200.00		5146.000000000		6510046.00		0.00

		1069230		電気機器		スタンレー電気		01		69000.0000		99856958.00		271170000.00		3930.000000000		171313042.00		0.00

		1069520		電気機器		カシオ計算機		01		211400.0000		149851761.00		335280400.00		1586.000000000		185428639.00		0.00

		1069540		電気機器		ファナック		01		3900.0000		88108460.00		105144000.00		26960.000000000		17035540.00		0.00

		1069710		電気機器		京セラ		01		14600.0000		60899556.00		87658400.00		6004.000000000		26758844.00		0.00

		1069810		電気機器		村田製作所		01		5700.0000		91781966.00		83049000.00		14570.000000000		0.00		8732966.00

		1069880		電気機器		日東電工		01		28800.0000		99766424.00		229766400.00		7978.000000000		129999976.00		0.00

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		01		104600.0000		210420599.00		673624000.00		6440.000000000		463203401.00		0.00

		1069020		輸送用機器		デンソー		01		59200.0000		122874258.00		344544000.00		5820.000000000		221669742.00		0.00

		1072010		輸送用機器		日産自動車		01		203000.0000		195294503.00		224112000.00		1104.000000000		28817497.00		0.00

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		01		131261.0000		303305881.00		895856325.00		6825.000000000		592550444.00		0.00

		1072470		輸送用機器		ミクニ		03		193884.0000		20939472.00		124279644.00		641.000000000		103340172.00		0.00

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		01		53500.0000		196088089.00		309230000.00		5780.000000000		113141911.00		0.00

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		01		65500.0000		184198342.00		239730000.00		3660.000000000		55531658.00		0.00

		1079880		輸送用機器		ニフコ		01		18000.0000		46870200.00		65340000.00		3630.000000000		18469800.00		0.00

		1045430		精密機器		テルモ		01		6000.0000		32949628.00		33540000.00		5590.000000000		590372.00		0.00

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		01		10800.0000		83753442.00		105408000.00		9760.000000000		21654558.00		0.00

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		01		63700.0000		138065297.00		337928500.00		5305.000000000		199863203.00		0.00

		1064650		その他製品		ホシザキ		01		3500.0000		34757057.00		32690000.00		9340.000000000		0.00		2067057.00

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		01		68200.0000		97730876.00		293260000.00		4300.000000000		195529124.00		0.00

		1079120		その他製品		大日本印刷		01		117768.0000		208966520.00		258854064.00		2198.000000000		49887544.00		0.00

		1079360		その他製品		アシックス		01		18000.0000		31792585.00		35442000.00		1969.000000000		3649415.00		0.00

		1079560		その他製品		ピジョン		01		11000.0000		44780265.00		52855000.00		4805.000000000		8074735.00		0.00

		1095060		電気・ガス業		東北電力		03		2277797.0000		1935041692.00		3236749537.00		1421.000000000		1301707845.00		0.00

		1095130		電気・ガス業		電源開発		03		72000.0000		166002834.00		193104000.00		2682.000000000		27101166.00		0.00

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		01		132311.0000		237346277.00		373315486.00		2821.500000000		135969209.00		0.00

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		01		56600.0000		99869340.00		118831700.00		2099.500000000		18962360.00		0.00

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		03		200000.0000		1064200000.00		1972400000.00		9862.000000000		908200000.00		0.00

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		01		18200.0000		146836086.00		366366000.00		20130.000000000		219529914.00		0.00

		1090620		陸運業		日本通運		01		50392.0000		116643704.00		358791040.00		7120.000000000		242147336.00		0.00

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		01		148100.0000		216969148.00		395204850.00		2668.500000000		178235702.00		0.00

		1090650		陸運業		山九		01		53800.0000		99755408.00		283526000.00		5270.000000000		183770592.00		0.00

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		01		116000.0000		96000618.00		323640000.00		2790.000000000		227639382.00		0.00

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		01		51000.0000		100966833.00		118575000.00		2325.000000000		17608167.00		0.00

		1092010		空運業		日本航空		01		59800.0000		125702741.00		256063600.00		4282.000000000		130360859.00		0.00

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		01		281000.0000		99759831.00		202320000.00		720.000000000		102560169.00		0.00

		1023710		情報・通信業		カカクコム		01		18000.0000		33894477.00		33516000.00		1862.000000000		0.00		378477.00

		1046840		情報・通信業		オービック		01		4500.0000		33470096.00		39825000.00		8850.000000000		6354904.00		0.00

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		01		7500.0000		43289837.00		47625000.00		6350.000000000		4335163.00		0.00

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		01		5400.0000		49024082.00		46710000.00		8650.000000000		0.00		2314082.00

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		01		91500.0000		210352704.00		448350000.00		4900.000000000		237997296.00		0.00

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		01		304800.0000		236762695.00		827989200.00		2716.500000000		591226505.00		0.00

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		01		101400.0000		157964348.00		275453100.00		2716.500000000		117488752.00		0.00

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		03		98784.0000		45696042.00		103426848.00		1047.000000000		57730806.00		0.00

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		01		181103.0000		86496652.00		374249349.00		2066.500000000		287752697.00		0.00

		1080120		卸売業		長瀬産業		03		137000.0000		54223230.00		247285000.00		1805.000000000		193061770.00		0.00

		1080310		卸売業		三井物産		01		142000.0000		215834808.00		258795000.00		1822.500000000		42960192.00		0.00

		1080370		卸売業		カメイ		03		50000.0000		27888666.00		74600000.00		1492.000000000		46711334.00		0.00

		1080580		卸売業		三菱商事		01		177100.0000		298663232.00		506860200.00		2862.000000000		208196968.00		0.00

		1080810		卸売業		カナデン		01		22969.0000		10932095.00		33626616.00		1464.000000000		22694521.00		0.00

		1026510		小売業		ローソン		01		26400.0000		129649870.00		191400000.00		7250.000000000		61750130.00		0.00

		1027820		小売業		セリア		01		6000.0000		33289934.00		32280000.00		5380.000000000		0.00		1009934.00

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		03		317949.0000		148380579.00		343384920.00		1080.000000000		195004341.00		0.00

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		01		61319.0000		161060770.00		279859916.00		4564.000000000		118799146.00		0.00

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		01		10500.0000		47606302.00		64155000.00		6110.000000000		16548698.00		0.00

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		01		60200.0000		185457421.00		539392000.00		8960.000000000		353934579.00		0.00

		2033850		小売業		薬王堂		03		180000.0000		25170000.00		718200000.00		3990.000000000		693030000.00		0.00

		2074500		小売業		サンデー		03		53240.0000		33541200.00		94980160.00		1784.000000000		61438960.00		0.00

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		02		347880.0000		69626000.00		65401440.00		188.000000000		0.00		4224560.00

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		02		418470.0000		299915000.00		220115220.00		526.000000000		0.00		79799780.00

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		01		26500.0000		99874587.00		112227500.00		4235.000000000		12352913.00		0.00

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		02		4040310.0000		1722477555.00		2816096070.00		697.000000000		1093618515.00		0.00

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		02		25937.0000		37800526.00		111710659.00		4307.000000000		73910133.00		0.00

		1083240		銀行業		第四銀行		02		73100.0000		291869000.00		343570000.00		4700.000000000		51701000.00		0.00

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		02		71600.0000		193033600.00		240218000.00		3355.000000000		47184400.00		0.00

		1083420		銀行業		青森銀行		02		93700.0000		198077364.00		301714000.00		3220.000000000		103636636.00		0.00

		1083430		銀行業		秋田銀行		02		151715.0000		411147650.00		431629175.00		2845.000000000		20481525.00		0.00

		1083440		銀行業		山形銀行		02		264760.0000		715052000.00		623245040.00		2354.000000000		0.00		91806960.00

		1083460		銀行業		東邦銀行		02		1052090.0000		410515100.00		428200630.00		407.000000000		17685530.00		0.00

		1083490		銀行業		東北銀行		02		2680.0000		4030086.00		3840440.00		1433.000000000		0.00		189646.00

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		02		656000.0000		328857000.00		287328000.00		438.000000000		0.00		41529000.00

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		02		86300.0000		234736000.00		231111400.00		2678.000000000		0.00		3624600.00

		1083640		銀行業		清水銀行		02		45400.0000		121672000.00		134338600.00		2959.000000000		12666600.00		0.00

		1083680		銀行業		百五銀行		02		619000.0000		284940000.00		311357000.00		503.000000000		26417000.00		0.00

		1083690		銀行業		京都銀行		02		108000.0000		296732500.00		641520000.00		5940.000000000		344787500.00		0.00

		1083950		銀行業		佐賀銀行		02		80100.0000		254918000.00		186793200.00		2332.000000000		0.00		68124800.00

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		01		502000.0000		99778443.00		96082800.00		191.400000000		0.00		3695643.00

		1085510		銀行業		北日本銀行		02		68250.0000		139298250.00		202907250.00		2973.000000000		63609000.00		0.00

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		02		1099806.0000		270210067.00		746438332.00		678.700000000		476228265.00		0.00

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		03		66756.0000		106234063.00		223966380.00		3355.000000000		117732317.00		0.00

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		01		60000.0000		99952603.00		116160000.00		1936.000000000		16207397.00		0.00

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		03		127086.0000		170591109.00		601752210.00		4735.000000000		431161101.00		0.00

		1085840		その他金融業		ジャックス		03		31985.0000		54963983.00		74652990.00		2334.000000000		19689007.00		0.00

		1085910		その他金融業		オリックス		03		132300.0000		23199742.00		248260950.00		1876.500000000		225061208.00		0.00

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		03		296600.0000		26842659.00		185078400.00		624.000000000		158235741.00		0.00

		1046660		不動産業		パーク２４		01		33900.0000		80929210.00		96682800.00		2852.000000000		15753590.00		0.00

		1088020		不動産業		三菱地所		01		46410.0000		23339487.00		83468385.00		1798.500000000		60128898.00		0.00

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		01		16000.0000		42732424.00		58560000.00		3660.000000000		15827576.00		0.00

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		01		19000.0000		49274306.00		58805000.00		3095.000000000		9530694.00		0.00

		1023310		サービス業		綜合警備保障		01		6000.0000		33715316.00		31560000.00		5260.000000000		0.00		2155316.00

		1024130		サービス業		エムスリー		01		12000.0000		39751538.00		57360000.00		4780.000000000		17608462.00		0.00

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		01		51500.0000		99753906.00		110725000.00		2150.000000000		10971094.00		0.00

		1061780		サービス業		日本郵政		01		151200.0000		199886400.00		193687200.00		1281.000000000		0.00		6199200.00

		1097350		サービス業		セコム		03		104644.0000		34000000.00		828780480.00		7920.000000000		794780480.00		0.00





データ

		銘柄コード メイガラ		業種分類 ギョウシュブンルイ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951		144,000,000		311.69%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706		80,018,193		96.92%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100		84,570,332		84.63%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942		116,179,432		77.12%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109		259,344,588		259.44%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667		121,413,527		121.90%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,833		185,151,558		178.44%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395		224,834,253		224.93%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170		770,561		1.76%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180		147,496,191		150.07%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280		435,233,866		436.25%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925		103,320,000		176.98%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887		140,405,424		205.50%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535		190,509,236		168.90%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380		173,301,396		200.41%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066		(9,093,440)		-4.19%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567		155,737,530		124.01%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318		21,835,560		-

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381		84,739,248		163.02%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099		68,710,947		291.03%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001		92,511,933		108.28%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,007		53,032,134		70.84%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080		49,179,738		57.99%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684		205,310,172		272.32%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986		26,000,000		35.47%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655		(22,413,000)		-41.52%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919		145,420,282		249.10%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500		97,713,000		271.90%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090		268,688,532		286.69%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420		212,385,181		328.01%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253		98,288,182		949.35%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005		158,173,739		116.60%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076		275,357,040		194.02%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611		2,589,374,454		745.71%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,031		149,496,483		136.87%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939		164,874,354		165.00%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981		273,593,060		193.46%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570		52,308,213		87.02%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245		(1,117,130)		-3.39%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670		212,075,195		234.77%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183		(13,852,130)		-8.10%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614		167,854,691		79.69%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491		396,459,525		405.67%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781		114,782,807		107.32%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975		108,774,012		109.35%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875		58,715,748		74.06%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526		120,417,252		82.79%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460		59,409,000		85.79%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		644		120,910,355		60.06%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463		182,259,959		136.09%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624		55,259,087		34.39%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952		6,361,685		6.37%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405		29,872,008		31.96%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651		593,116,069		719.75%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,337		363,127,274		407.61%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,144		280,734,038		189.60%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952		34,717,380		39.41%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255		128,463,612		148.74%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200		70,404,777		692.41%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,624		21,647,881		109.96%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376		29,013,570		29.01%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100		185,488,148		387.87%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280		18,660,000		214.48%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292		301,684		1.48%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355		423,136,244		563.57%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105		(1,109,210)		-2.24%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365		199,768,546		379.38%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547		134,519,312		222.10%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375		25,638,600		78.29%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370		6,844,751		13.91%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366		12,872,452		28.07%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426		(11,071,644)		-12.99%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444		87,912,370		43.09%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200		198,837,402		242.60%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074		64,192,305		343.77%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305		10,513,000		174.87%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		771		733,166,692		1248.02%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,702		142,579,454		230.80%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240		(2,024,803)		-5.23%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390		527,476,191		352.99%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260		183,125,086		183.44%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991		96,257,650		634.44%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521		(2,371,338)		-5.27%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146		6,510,046		13.41%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930		171,313,042		171.56%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586		185,428,639		123.74%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960		17,035,540		19.33%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004		26,758,844		43.94%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570		(8,732,966)		-9.51%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978		129,999,976		130.30%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440		463,203,401		220.13%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820		221,669,742		180.40%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104		28,817,497		14.76%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825		592,550,444		195.36%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641		103,340,172		493.52%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780		113,141,911		57.70%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660		55,531,658		30.15%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630		18,469,800		39.41%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590		590,372		1.79%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760		21,654,558		25.86%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305		199,863,203		144.76%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340		(2,067,057)		-5.95%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300		195,529,124		200.07%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198		49,887,544		23.87%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969		3,649,415		11.48%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805		8,074,735		18.03%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421		1,301,707,845		67.27%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682		27,101,166		16.33%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,822		135,969,209		57.29%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,100		18,962,360		18.99%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862		908,200,000		85.34%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130		219,529,914		149.51%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120		242,147,336		207.60%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,669		178,235,702		82.15%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270		183,770,592		184.22%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790		227,639,382		237.12%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325		17,608,167		17.44%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282		130,360,859		103.71%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720		102,560,169		102.81%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862		(378,477)		-1.12%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850		6,354,904		18.99%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350		4,335,163		10.01%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650		(2,314,082)		-4.72%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900		237,997,296		113.14%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,717		591,226,505		249.71%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,717		117,488,752		74.38%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047		57,730,806		126.34%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,067		287,752,697		332.67%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805		193,061,770		356.05%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,823		42,960,192		19.90%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492		46,711,334		167.49%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862		208,196,968		69.71%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464		22,694,521		207.60%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250		61,750,130		47.63%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380		(1,009,934)		-3.03%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080		195,004,341		131.42%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564		118,799,146		73.76%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110		16,548,698		34.76%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960		353,934,579		190.84%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990		693,030,000		2753.40%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784		61,438,960		183.17%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188		(4,224,560)		-6.07%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526		(79,799,780)		-26.61%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235		12,352,913		12.37%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,816,096,070		426		697		1,093,618,515		63.49%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307		73,910,133		195.53%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700		51,701,000		17.71%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355		47,184,400		24.44%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220		103,636,636		52.32%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845		20,481,525		4.98%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354		(91,806,960)		-12.84%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407		17,685,530		4.31%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433		(189,646)		-4.71%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438		(41,529,000)		-12.63%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678		(3,624,600)		-1.54%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959		12,666,600		10.41%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503		26,417,000		9.27%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940		344,787,500		116.19%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332		(68,124,800)		-26.72%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191		(3,695,643)		-3.70%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973		63,609,000		45.66%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		679		476,228,265		176.24%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355		117,732,317		110.82%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936		16,207,397		16.22%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735		431,161,101		252.75%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334		19,689,007		35.82%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,877		225,061,208		970.10%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624		158,235,741		589.49%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852		15,753,590		19.47%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,799		60,128,898		257.63%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660		15,827,576		37.04%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095		9,530,694		19.34%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260		(2,155,316)		-6.39%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780		17,608,462		44.30%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150		10,971,094		11.00%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281		(6,199,200)		-3.10%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920		794,780,480		2337.59%
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		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
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２５０銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



表紙

				会長 カイチョウ		頭取 トウドリ		専務 センム		常務 ジョウム		監査役 カンサヤク

						市場金融部長 シジョウキンユウブチョウ		副部長 フクブチョウ		資金運用 シキンウンヨウ		市場事務 シジョウジム

																【単位：円、％】 タンイエン

		東証３３業種 トウショウギョウシュ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ		評価額構成比 ヒョウカガクコウセイヒ		評価額前月比 ヒョウカガクゼンゲツヒ				評価額（前月） ヒョウカガクゼンゲツ

		農林・水産 ノウリンスイサン		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		鉱業 コウギョウ		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		建設業		477,696		379,336,875		804,104,832		424,767,957		111.98		1.56		-0.55				808,557,984

		食料品		1,041,778		1,313,547,352		3,463,807,602		2,150,260,250		163.70		6.72		0.82				3,435,500,196

		繊維製品		402,482		320,691,184		668,865,184		348,174,000		108.57		1.30		0.18				667,632,987

		パルプ・紙		730,345		261,054,326		615,371,780		354,317,454		135.73		1.19		-2.78				632,969,430

		化学		3,000,420		1,363,543,314		5,914,753,617		4,551,210,303		333.78		11.48		0.21				5,902,543,348

		医薬品		593,221		979,772,938		1,992,333,843		1,012,560,905		103.35		3.87		-0.51				2,002,555,602

		石油・石炭製品		500,560		201,300,117		322,210,472		120,910,355		60.06		0.63		-1.88				328,367,360

		ゴム製品		229,475		394,436,494		638,317,225		243,880,731		61.83		1.24		-5.52				675,596,725

		ガラス・土石製品		437,159		175,873,432		798,861,509		622,988,077		354.23		1.55		-9.94				887,003,217

		鉄鋼		501,190		411,604,859		1,218,647,163		807,042,304		196.07		2.37		-9.42				1,345,453,591

		非鉄金属		50,639		29,854,452		121,907,110		92,052,658		308.34		0.24		-4.82				128,084,310

		金属製品		105,400		176,895,398		410,358,800		233,463,402		131.98		0.80		-0.95				414,287,300

		機械		1,148,310		761,590,927		1,913,645,055		1,152,054,128		151.27		3.72		-1.65				1,945,839,690

		電気機器		1,650,350		1,107,434,990		3,313,957,043		2,206,522,053		199.25		6.43		-4.49				3,469,596,006

		輸送用機器		828,945		1,279,991,344		2,876,715,969		1,596,724,625		124.74		5.58		-5.88				3,056,516,967

		精密機器		80,500		254,768,367		476,876,500		222,108,133		87.18		0.93		1.47				469,971,700

		その他製品		218,468		418,027,303		673,101,064		255,073,761		61.02		1.31		9.15				616,683,768

		電気・ガス業		2,538,708		2,438,260,143		3,922,000,723		1,483,740,580		60.85		7.61		1.37				3,869,144,823

		陸運業		637,492		1,841,371,797		3,818,502,890		1,977,131,093		107.37		7.41		-0.83				3,850,315,200

		海運 カイウン		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		空運業		59,800		125,702,741		256,063,600		130,360,859		103.71		0.50		4.72				244,522,200

		倉庫・運輸関連業		281,000		99,759,831		202,320,000		102,560,169		102.81		0.39		-3.87				210,469,000

		情報・通信業		533,100		764,758,239		1,719,468,300		954,710,061		124.84		3.34		2.07				1,684,643,400

		卸売業		808,956		739,734,725		1,598,843,013		859,108,288		116.14		3.10		-3.41				1,655,331,582

		小売業		715,608		764,156,076		2,263,651,996		1,499,495,920		196.23		4.39		8.35				2,089,149,254

		銀行業		8,733,792		6,214,350,661		7,789,406,424		1,575,055,763		25.35		15.12		-4.81				8,182,878,165

		証券・商品先物取引業		1,099,806		270,210,067		746,438,332		476,228,265		176.24		1.45		-5.32				788,340,940

		保険業		253,842		376,777,775		941,878,590		565,100,815		149.98		1.83		-3.25				973,540,068

		その他金融業		460,885		105,006,384		507,992,340		402,985,956		383.77		0.99		-5.17				535,713,075

		不動産業		80,310		104,268,697		180,151,185		75,882,488		72.78		0.35		15.85				155,510,355

		サービス業		360,344		499,113,890		1,339,477,680		840,363,790		168.37		2.60		2.94				1,301,252,120

		上場株式　計 ジョウジョウカブシキケイ		28,560,581		24,173,194,698		51,510,029,841		27,336,835,143		113.09		100.00		-1.56				52,327,970,363

		上場区分 ジョウジョウクブン		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		日経平均株価（円） ニッケイヘイキンカブカエン				ＴＯＰＩＸ

		上場株式 ジョウジョウカブシキ		28,560,581		24,173,194,698		51,510,029,841		当月末 トウゲツマツ		21,454.30		当月末 トウゲツマツ		1,716.30

		非上場株式 ヒジョウジョウカブシキ		580,483		1,125,696,514		1,125,696,514		前月末 ゼンゲツマツ		22,068.24		前月末 ゼンゲツマツ		1,768.24

		子会社・関連会社株式 コガイシャカンレンガイシャカブシキ		79,000		3,870,757,189		3,870,757,189		前月比増減（幅） ゼンゲツヒゾウゲンハバ		(613.94)		前月比増減（幅） ゼンゲツヒゾウゲンハバ		(51.94)

		合計 ゴウケイ		29,220,064		29,169,648,401		56,506,483,544		前月比増減（率） ゼンゲツヒゾウゲンリツ		(2.78)		前月比増減（率） ゼンゲツヒゾウゲンリツ		(2.94)

																				↑

																				押下すると、「日経平均」「ＴＯＰＩＸ」の値が張り付き オウカニッケイヘイキンアタイハツ

																				前月比がゼロとなる。 ゼンゲツヒ



&C&16保有株式時価額調べ（平成３０年３月３１日）

前月のファイルのデータを値貼付け
（列Ｄ、評価額）
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値貼付け



業種別

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951.0		144,000,000		311.69%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706.0		80,018,193		96.92%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100.0		84,570,332		84.63%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942.0		116,179,432		77.12%

				建設業 集計								379,336,875		804,104,832						424,767,957

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109.0		259,344,588		259.44%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667.0		121,413,527		121.90%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,832.5		185,151,558		178.44%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395.0		224,834,253		224.93%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170.0		770,561		1.76%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180.0		147,496,191		150.07%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280.0		435,233,866		436.25%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925.0		103,320,000		176.98%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887.0		140,405,424		205.50%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535.0		190,509,236		168.90%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380.0		173,301,396		200.41%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066.0		(9,093,440)		-4.19%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567.0		155,737,530		124.01%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318.0		21,835,560		-

				食料品 集計								1,313,547,352		3,463,807,602						2,150,260,250

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381.0		84,739,248		163.02%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099.0		68,710,947		291.03%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001.0		92,511,933		108.28%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,006.5		53,032,134		70.84%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080.0		49,179,738		57.99%

				繊維製品 集計								320,691,184		668,865,184						348,174,000

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684.0		205,310,172		272.32%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986.0		26,000,000		35.47%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655.0		(22,413,000)		-41.52%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919.0		145,420,282		249.10%

				パルプ・紙 集計								261,054,326		615,371,780						354,317,454

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500.0		97,713,000		271.90%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090.0		268,688,532		286.69%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420.0		212,385,181		328.01%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253.0		98,288,182		949.35%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005.0		158,173,739		116.60%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076.0		275,357,040		194.02%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611.0		2,589,374,454		745.71%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,030.5		149,496,483		136.87%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939.0		164,874,354		165.00%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981.0		273,593,060		193.46%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570.0		52,308,213		87.02%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245.0		(1,117,130)		-3.39%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670.0		212,075,195		234.77%

				化学 集計								1,363,543,314		5,914,753,617						4,551,210,303

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183.0		(13,852,130)		-8.10%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614.0		167,854,691		79.69%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491.0		396,459,525		405.67%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975.0		108,774,012		109.35%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875.0		58,715,748		74.06%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526.0		120,417,252		82.79%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460.0		59,409,000		85.79%

				医薬品 集計								979,772,938		1,992,333,843						1,012,560,905

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		643.7		120,910,355		60.06%

				石油・石炭製品 集計								201,300,117		322,210,472						120,910,355

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463.0		182,259,959		136.09%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624.0		55,259,087		34.39%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952.0		6,361,685		6.37%

				ゴム製品 集計								394,436,494		638,317,225						243,880,731

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405.0		29,872,008		31.96%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651.0		593,116,069		719.75%

				ガラス・土石製品 集計								175,873,432		798,861,509						622,988,077

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,336.5		363,127,274		407.61%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,143.5		280,734,038		189.60%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952.0		34,717,380		39.41%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255.0		128,463,612		148.74%

				鉄鋼 集計								411,604,859		1,218,647,163						807,042,304

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200.0		70,404,777		692.41%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,623.5		21,647,881		109.96%

				非鉄金属 集計								29,854,452		121,907,110						92,052,658

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376.0		29,013,570		29.01%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100.0		185,488,148		387.87%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280.0		18,660,000		214.48%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292.0		301,684		1.48%

				金属製品 集計								176,895,398		410,358,800						233,463,402

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355.0		423,136,244		563.57%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105.0		(1,109,210)		-2.24%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365.0		199,768,546		379.38%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547.0		134,519,312		222.10%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375.0		25,638,600		78.29%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370.0		6,844,751		13.91%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366.0		12,872,452		28.07%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426.0		(11,071,644)		-12.99%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444.0		87,912,370		43.09%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200.0		198,837,402		242.60%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074.0		64,192,305		343.77%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305.0		10,513,000		174.87%

				機械 集計								761,590,927		1,913,645,055						1,152,054,128

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		770.8		733,166,692		1248.02%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,701.5		142,579,454		230.80%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240.0		(2,024,803)		-5.23%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260.0		183,125,086		183.44%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991.0		96,257,650		634.44%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521.0		(2,371,338)		-5.27%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146.0		6,510,046		13.41%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930.0		171,313,042		171.56%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586.0		185,428,639		123.74%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960.0		17,035,540		19.33%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004.0		26,758,844		43.94%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570.0		(8,732,966)		-9.51%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978.0		129,999,976		130.30%

				電気機器 集計								1,107,434,990		3,313,957,043						2,206,522,053

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440.0		463,203,401		220.13%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820.0		221,669,742		180.40%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104.0		28,817,497		14.76%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825.0		592,550,444		195.36%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641.0		103,340,172		493.52%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780.0		113,141,911		57.70%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660.0		55,531,658		30.15%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630.0		18,469,800		39.41%

				輸送用機器 集計								1,279,991,344		2,876,715,969						1,596,724,625

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590.0		590,372		1.79%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760.0		21,654,558		25.86%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305.0		199,863,203		144.76%

				精密機器 集計								254,768,367		476,876,500						222,108,133

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340.0		(2,067,057)		-5.95%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300.0		195,529,124		200.07%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198.0		49,887,544		23.87%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969.0		3,649,415		11.48%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805.0		8,074,735		18.03%

				その他製品 集計								418,027,303		673,101,064						255,073,761

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421.0		1,301,707,845		67.27%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682.0		27,101,166		16.33%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,821.5		135,969,209		57.29%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,099.5		18,962,360		18.99%

				電気・ガス業 集計								2,438,260,143		3,922,000,723						1,483,740,580

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862.0		908,200,000		85.34%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130.0		219,529,914		149.51%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120.0		242,147,336		207.60%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,668.5		178,235,702		82.15%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270.0		183,770,592		184.22%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790.0		227,639,382		237.12%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325.0		17,608,167		17.44%

				陸運業 集計								1,841,371,797		3,818,502,890						1,977,131,093

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282.0		130,360,859		103.71%

				空運業 集計								125,702,741		256,063,600						130,360,859

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720.0		102,560,169		102.81%

				倉庫・運輸関連業 集計								99,759,831		202,320,000						102,560,169

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862.0		(378,477)		-1.12%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850.0		6,354,904		18.99%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350.0		4,335,163		10.01%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650.0		(2,314,082)		-4.72%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900.0		237,997,296		113.14%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,716.5		591,226,505		249.71%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,716.5		117,488,752		74.38%

				情報・通信業 集計								764,758,239		1,719,468,300						954,710,061

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047.0		57,730,806		126.34%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,066.5		287,752,697		332.67%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805.0		193,061,770		356.05%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,822.5		42,960,192		19.90%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492.0		46,711,334		167.49%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862.0		208,196,968		69.71%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464.0		22,694,521		207.60%

				卸売業 集計								739,734,725		1,598,843,013						859,108,288

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250.0		61,750,130		47.63%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380.0		(1,009,934)		-3.03%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080.0		195,004,341		131.42%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564.0		118,799,146		73.76%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110.0		16,548,698		34.76%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960.0		353,934,579		190.84%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990.0		693,030,000		2753.40%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784.0		61,438,960		183.17%

				小売業 集計								764,156,076		2,263,651,996						1,499,495,920

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188.0		(4,224,560)		-6.07%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526.0		(79,799,780)		-26.61%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235.0		12,352,913		12.37%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,816,096,070		426		697.0		1,093,618,515		63.49%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307.0		73,910,133		195.53%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700.0		51,701,000		17.71%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355.0		47,184,400		24.44%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220.0		103,636,636		52.32%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845.0		20,481,525		4.98%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354.0		(91,806,960)		-12.84%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407.0		17,685,530		4.31%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433.0		(189,646)		-4.71%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438.0		(41,529,000)		-12.63%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678.0		(3,624,600)		-1.54%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959.0		12,666,600		10.41%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503.0		26,417,000		9.27%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940.0		344,787,500		116.19%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332.0		(68,124,800)		-26.72%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191.4		(3,695,643)		-3.70%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973.0		63,609,000		45.66%

				銀行業 集計								6,214,350,661		7,789,406,424						1,575,055,763

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		678.7		476,228,265		176.24%

				証券・商品先物取引業 集計								270,210,067		746,438,332						476,228,265

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355.0		117,732,317		110.82%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936		16,207,397		16.22%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735		431,161,101		252.75%

				保険業 集計								376,777,775		941,878,590						565,100,815

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334		19,689,007		35.82%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,877		225,061,208		970.10%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624		158,235,741		589.49%

				その他金融業 集計								105,006,384		507,992,340						402,985,956

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852		15,753,590		19.47%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,799		60,128,898		257.63%

				不動産業 集計								104,268,697		180,151,185						75,882,488

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660		15,827,576		37.04%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095		9,530,694		19.34%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260		(2,155,316)		-6.39%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780		17,608,462		44.30%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150		10,971,094		11.00%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281		(6,199,200)		-3.10%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920		794,780,480		2337.59%

				サービス業 集計								499,113,890		1,339,477,680						840,363,790

				総計								24,173,194,698		51,510,029,841						27,336,835,143
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		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188.0		(4,224,560)		-6.07%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191.4		(3,695,643)		-3.70%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407.0		17,685,530		4.31%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438.0		(41,529,000)		-12.63%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444.0		87,912,370		43.09%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503.0		26,417,000		9.27%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526.0		(79,799,780)		-26.61%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624.0		158,235,741		589.49%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641.0		103,340,172		493.52%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		643.7		120,910,355		60.06%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655.0		(22,413,000)		-41.52%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		678.7		476,228,265		176.24%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684.0		205,310,172		272.32%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,816,096,070		426		697.0		1,093,618,515		63.49%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720.0		102,560,169		102.81%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		770.8		733,166,692		1248.02%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919.0		145,420,282		249.10%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939.0		164,874,354		165.00%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951.0		144,000,000		311.69%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,006.5		53,032,134		70.84%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,030.5		149,496,483		136.87%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047.0		57,730,806		126.34%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080.0		195,004,341		131.42%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104.0		28,817,497		14.76%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253.0		98,288,182		949.35%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281.0		(6,199,200)		-3.10%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292.0		301,684		1.48%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366.0		12,872,452		28.07%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381.0		84,739,248		163.02%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421.0		1,301,707,845		67.27%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426.0		(11,071,644)		-12.99%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433.0		(189,646)		-4.71%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464.0		22,694,521		207.60%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492.0		46,711,334		167.49%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521.0		(2,371,338)		-5.27%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586.0		185,428,639		123.74%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611.0		2,589,374,454		745.71%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614.0		167,854,691		79.69%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,623.5		21,647,881		109.96%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651.0		593,116,069		719.75%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,701.5		142,579,454		230.80%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706.0		80,018,193		96.92%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784.0		61,438,960		183.17%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,798.5		60,128,898		257.63%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805.0		193,061,770		356.05%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,822.5		42,960,192		19.90%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862.0		(378,477)		-1.12%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,876.5		225,061,208		970.10%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925.0		103,320,000		176.98%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936.0		16,207,397		16.22%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942.0		116,179,432		77.12%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952.0		6,361,685		6.37%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969.0		3,649,415		11.48%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986.0		26,000,000		35.47%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001.0		92,511,933		108.28%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,066.5		287,752,697		332.67%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076.0		275,357,040		194.02%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099.0		68,710,947		291.03%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,099.5		18,962,360		18.99%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109.0		259,344,588		259.44%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,143.5		280,734,038		189.60%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150.0		10,971,094		11.00%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198.0		49,887,544		23.87%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280.0		18,660,000		214.48%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318.0		21,835,560		-

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325.0		17,608,167		17.44%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332.0		(68,124,800)		-26.72%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334.0		19,689,007		35.82%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,336.5		363,127,274		407.61%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354.0		(91,806,960)		-12.84%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376.0		29,013,570		29.01%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463.0		182,259,959		136.09%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567.0		155,737,530		124.01%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,668.5		178,235,702		82.15%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678.0		(3,624,600)		-1.54%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682.0		27,101,166		16.33%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,716.5		591,226,505		249.71%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,716.5		117,488,752		74.38%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790.0		227,639,382		237.12%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,821.5		135,969,209		57.29%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,832.5		185,151,558		178.44%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845.0		20,481,525		4.98%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852.0		15,753,590		19.47%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862.0		208,196,968		69.71%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875.0		58,715,748		74.06%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887.0		140,405,424		205.50%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952.0		34,717,380		39.41%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959.0		12,666,600		10.41%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973.0		63,609,000		45.66%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975.0		108,774,012		109.35%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991.0		96,257,650		634.44%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066.0		(9,093,440)		-4.19%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080.0		49,179,738		57.99%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095.0		9,530,694		19.34%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200.0		70,404,777		692.41%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220.0		103,636,636		52.32%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255.0		128,463,612		148.74%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305.0		10,513,000		174.87%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355.0		423,136,244		563.57%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355.0		47,184,400		24.44%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355.0		117,732,317		110.82%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365.0		199,768,546		379.38%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375.0		25,638,600		78.29%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526.0		120,417,252		82.79%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535.0		190,509,236		168.90%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547.0		134,519,312		222.10%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630.0		18,469,800		39.41%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660.0		55,531,658		30.15%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660.0		15,827,576		37.04%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670.0		212,075,195		234.77%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930.0		171,313,042		171.56%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990.0		693,030,000		2753.40%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20340		18,672,855		82,865,160		918		4,074.0		64,192,305		343.77%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100.0		84,570,332		84.63%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105.0		(1,109,210)		-2.24%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180.0		147,496,191		150.07%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235.0		12,352,913		12.37%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245.0		(1,117,130)		-3.39%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280.0		435,233,866		436.25%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282.0		130,360,859		103.71%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300.0		195,529,124		200.07%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307.0		73,910,133		195.53%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395.0		224,834,253		224.93%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405.0		29,872,008		31.96%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420.0		212,385,181		328.01%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500.0		97,713,000		271.90%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564.0		118,799,146		73.76%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570.0		52,308,213		87.02%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624.0		55,259,087		34.39%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700.0		51,701,000		17.71%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735.0		431,161,101		252.75%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780.0		17,608,462		44.30%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805.0		8,074,735		18.03%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900.0		237,997,296		113.14%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090.0		268,688,532		286.69%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146.0		6,510,046		13.41%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170.0		770,561		1.76%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183.0		(13,852,130)		-8.10%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200.0		198,837,402		242.60%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240.0		(2,024,803)		-5.23%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260.0		(2,155,316)		-6.39%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270.0		183,770,592		184.22%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305.0		199,863,203		144.76%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380.0		(1,009,934)		-3.03%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491.0		396,459,525		405.67%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590.0		590,372		1.79%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667.0		121,413,527		121.90%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780.0		113,141,911		57.70%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820.0		221,669,742		180.40%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940.0		344,787,500		116.19%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004.0		26,758,844		43.94%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110.0		16,548,698		34.76%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260.0		183,125,086		183.44%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350.0		4,335,163		10.01%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370.0		6,844,751		13.91%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440.0		463,203,401		220.13%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825.0		592,550,444		195.36%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120.0		242,147,336		207.60%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250.0		61,750,130		47.63%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380.0		173,301,396		200.41%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920.0		794,780,480		2337.59%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978.0		129,999,976		130.30%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981.0		273,593,060		193.46%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650.0		(2,314,082)		-4.72%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850.0		6,354,904		18.99%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960.0		353,934,579		190.84%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340.0		(2,067,057)		-5.95%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760.0		21,654,558		25.86%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862.0		908,200,000		85.34%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100.0		185,488,148		387.87%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460.0		59,409,000		85.79%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005.0		158,173,739		116.60%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570.0		(8,732,966)		-9.51%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130.0		219,529,914		149.51%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960.0		17,035,540		19.33%
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		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354.0		(91,806,960)		-12.84%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526.0		(79,799,780)		-26.61%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332.0		(68,124,800)		-26.72%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438.0		(41,529,000)		-12.63%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655.0		(22,413,000)		-41.52%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183.0		(13,852,130)		-8.10%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426.0		(11,071,644)		-12.99%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066.0		(9,093,440)		-4.19%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570.0		(8,732,966)		-9.51%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281.0		(6,199,200)		-3.10%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188.0		(4,224,560)		-6.07%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191.4		(3,695,643)		-3.70%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678.0		(3,624,600)		-1.54%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521.0		(2,371,338)		-5.27%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650.0		(2,314,082)		-4.72%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260.0		(2,155,316)		-6.39%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340.0		(2,067,057)		-5.95%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240.0		(2,024,803)		-5.23%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245.0		(1,117,130)		-3.39%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105.0		(1,109,210)		-2.24%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380.0		(1,009,934)		-3.03%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862.0		(378,477)		-1.12%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433.0		(189,646)		-4.71%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292.0		301,684		1.48%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590.0		590,372		1.79%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170.0		770,561		1.76%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969.0		3,649,415		11.48%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350.0		4,335,163		10.01%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850.0		6,354,904		18.99%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952.0		6,361,685		6.37%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146.0		6,510,046		13.41%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370.0		6,844,751		13.91%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805.0		8,074,735		18.03%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095.0		9,530,694		19.34%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305.0		10,513,000		174.87%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150.0		10,971,094		11.00%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235.0		12,352,913		12.37%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959.0		12,666,600		10.41%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366.0		12,872,452		28.07%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852.0		15,753,590		19.47%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660.0		15,827,576		37.04%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936.0		16,207,397		16.22%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110.0		16,548,698		34.76%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960.0		17,035,540		19.33%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325.0		17,608,167		17.44%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780.0		17,608,462		44.30%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407.0		17,685,530		4.31%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630.0		18,469,800		39.41%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280.0		18,660,000		214.48%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,099.5		18,962,360		18.99%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334.0		19,689,007		35.82%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845.0		20,481,525		4.98%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,623.5		21,647,881		109.96%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760.0		21,654,558		25.86%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318.0		21,835,560		-

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464.0		22,694,521		207.60%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375.0		25,638,600		78.29%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986.0		26,000,000		35.47%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503.0		26,417,000		9.27%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004.0		26,758,844		43.94%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682.0		27,101,166		16.33%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104.0		28,817,497		14.76%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376.0		29,013,570		29.01%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405.0		29,872,008		31.96%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952.0		34,717,380		39.41%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,822.5		42,960,192		19.90%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492.0		46,711,334		167.49%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355.0		47,184,400		24.44%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080.0		49,179,738		57.99%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198.0		49,887,544		23.87%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700.0		51,701,000		17.71%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570.0		52,308,213		87.02%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,006.5		53,032,134		70.84%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624.0		55,259,087		34.39%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660.0		55,531,658		30.15%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047.0		57,730,806		126.34%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875.0		58,715,748		74.06%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460.0		59,409,000		85.79%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,798.5		60,128,898		257.63%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784.0		61,438,960		183.17%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250.0		61,750,130		47.63%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973.0		63,609,000		45.66%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074.0		64,192,305		343.77%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099.0		68,710,947		291.03%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200.0		70,404,777		692.41%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307.0		73,910,133		195.53%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706.0		80,018,193		96.92%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100.0		84,570,332		84.63%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381.0		84,739,248		163.02%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444.0		87,912,370		43.09%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001.0		92,511,933		108.28%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991.0		96,257,650		634.44%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500.0		97,713,000		271.90%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253.0		98,288,182		949.35%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720.0		102,560,169		102.81%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925.0		103,320,000		176.98%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641.0		103,340,172		493.52%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220.0		103,636,636		52.32%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975.0		108,774,012		109.35%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780.0		113,141,911		57.70%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942.0		116,179,432		77.12%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,716.5		117,488,752		74.38%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355.0		117,732,317		110.82%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564.0		118,799,146		73.76%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526.0		120,417,252		82.79%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		643.7		120,910,355		60.06%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667.0		121,413,527		121.90%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255.0		128,463,612		148.74%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978.0		129,999,976		130.30%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282.0		130,360,859		103.71%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547.0		134,519,312		222.10%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,821.5		135,969,209		57.29%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887.0		140,405,424		205.50%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,701.5		142,579,454		230.80%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951.0		144,000,000		311.69%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919.0		145,420,282		249.10%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180.0		147,496,191		150.07%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,030.5		149,496,483		136.87%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567.0		155,737,530		124.01%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005.0		158,173,739		116.60%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624.0		158,235,741		589.49%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939.0		164,874,354		165.00%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614.0		167,854,691		79.69%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930.0		171,313,042		171.56%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380.0		173,301,396		200.41%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,668.5		178,235,702		82.15%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463.0		182,259,959		136.09%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260.0		183,125,086		183.44%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270.0		183,770,592		184.22%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,832.5		185,151,558		178.44%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586.0		185,428,639		123.74%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100.0		185,488,148		387.87%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535.0		190,509,236		168.90%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805.0		193,061,770		356.05%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080.0		195,004,341		131.42%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300.0		195,529,124		200.07%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200.0		198,837,402		242.60%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365.0		199,768,546		379.38%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305.0		199,863,203		144.76%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684.0		205,310,172		272.32%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862.0		208,196,968		69.71%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670.0		212,075,195		234.77%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420.0		212,385,181		328.01%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130.0		219,529,914		149.51%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820.0		221,669,742		180.40%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395.0		224,834,253		224.93%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,876.5		225,061,208		970.10%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790.0		227,639,382		237.12%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900.0		237,997,296		113.14%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120.0		242,147,336		207.60%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109.0		259,344,588		259.44%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090.0		268,688,532		286.69%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981.0		273,593,060		193.46%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076.0		275,357,040		194.02%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,143.5		280,734,038		189.60%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,066.5		287,752,697		332.67%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940.0		344,787,500		116.19%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960.0		353,934,579		190.84%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,336.5		363,127,274		407.61%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491.0		396,459,525		405.67%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355.0		423,136,244		563.57%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735.0		431,161,101		252.75%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280.0		435,233,866		436.25%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440.0		463,203,401		220.13%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		678.7		476,228,265		176.24%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,716.5		591,226,505		249.71%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825.0		592,550,444		195.36%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651.0		593,116,069		719.75%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990.0		693,030,000		2753.40%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		770.8		733,166,692		1248.02%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920.0		794,780,480		2337.59%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862.0		908,200,000		85.34%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,816,096,070		426		697.0		1,093,618,515		63.49%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421.0		1,301,707,845		67.27%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611.0		2,589,374,454		745.71%
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		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655.0		(22,413,000)		-41.52%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332.0		(68,124,800)		-26.72%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526.0		(79,799,780)		-26.61%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426.0		(11,071,644)		-12.99%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354.0		(91,806,960)		-12.84%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438.0		(41,529,000)		-12.63%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570.0		(8,732,966)		-9.51%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183.0		(13,852,130)		-8.10%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260.0		(2,155,316)		-6.39%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188.0		(4,224,560)		-6.07%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340.0		(2,067,057)		-5.95%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521.0		(2,371,338)		-5.27%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240.0		(2,024,803)		-5.23%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650.0		(2,314,082)		-4.72%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433.0		(189,646)		-4.71%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066.0		(9,093,440)		-4.19%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191.4		(3,695,643)		-3.70%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245.0		(1,117,130)		-3.39%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281.0		(6,199,200)		-3.10%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380.0		(1,009,934)		-3.03%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105.0		(1,109,210)		-2.24%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678.0		(3,624,600)		-1.54%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862.0		(378,477)		-1.12%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292.0		301,684		1.48%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170.0		770,561		1.76%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590.0		590,372		1.79%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407.0		17,685,530		4.31%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845.0		20,481,525		4.98%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952.0		6,361,685		6.37%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503.0		26,417,000		9.27%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350.0		4,335,163		10.01%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959.0		12,666,600		10.41%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150.0		10,971,094		11.00%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969.0		3,649,415		11.48%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235.0		12,352,913		12.37%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146.0		6,510,046		13.41%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370.0		6,844,751		13.91%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104.0		28,817,497		14.76%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936.0		16,207,397		16.22%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682.0		27,101,166		16.33%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325.0		17,608,167		17.44%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700.0		51,701,000		17.71%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805.0		8,074,735		18.03%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850.0		6,354,904		18.99%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,099.5		18,962,360		18.99%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960.0		17,035,540		19.33%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095.0		9,530,694		19.34%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852.0		15,753,590		19.47%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,822.5		42,960,192		19.90%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198.0		49,887,544		23.87%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355.0		47,184,400		24.44%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760.0		21,654,558		25.86%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366.0		12,872,452		28.07%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376.0		29,013,570		29.01%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660.0		55,531,658		30.15%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405.0		29,872,008		31.96%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624.0		55,259,087		34.39%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110.0		16,548,698		34.76%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986.0		26,000,000		35.47%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334.0		19,689,007		35.82%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660.0		15,827,576		37.04%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630.0		18,469,800		39.41%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952.0		34,717,380		39.41%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444.0		87,912,370		43.09%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004.0		26,758,844		43.94%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780.0		17,608,462		44.30%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973.0		63,609,000		45.66%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250.0		61,750,130		47.63%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220.0		103,636,636		52.32%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,821.5		135,969,209		57.29%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780.0		113,141,911		57.70%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080.0		49,179,738		57.99%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		643.7		120,910,355		60.06%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,816,096,070		426		697.0		1,093,618,515		63.49%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421.0		1,301,707,845		67.27%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862.0		208,196,968		69.71%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,006.5		53,032,134		70.84%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564.0		118,799,146		73.76%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875.0		58,715,748		74.06%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,716.5		117,488,752		74.38%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942.0		116,179,432		77.12%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375.0		25,638,600		78.29%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614.0		167,854,691		79.69%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,668.5		178,235,702		82.15%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526.0		120,417,252		82.79%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100.0		84,570,332		84.63%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862.0		908,200,000		85.34%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460.0		59,409,000		85.79%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570.0		52,308,213		87.02%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706.0		80,018,193		96.92%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720.0		102,560,169		102.81%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282.0		130,360,859		103.71%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001.0		92,511,933		108.28%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975.0		108,774,012		109.35%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,623.5		21,647,881		109.96%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355.0		117,732,317		110.82%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900.0		237,997,296		113.14%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940.0		344,787,500		116.19%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005.0		158,173,739		116.60%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667.0		121,413,527		121.90%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586.0		185,428,639		123.74%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567.0		155,737,530		124.01%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047.0		57,730,806		126.34%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978.0		129,999,976		130.30%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080.0		195,004,341		131.42%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463.0		182,259,959		136.09%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,030.5		149,496,483		136.87%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305.0		199,863,203		144.76%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255.0		128,463,612		148.74%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130.0		219,529,914		149.51%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180.0		147,496,191		150.07%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381.0		84,739,248		163.02%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939.0		164,874,354		165.00%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492.0		46,711,334		167.49%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535.0		190,509,236		168.90%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930.0		171,313,042		171.56%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305.0		10,513,000		174.87%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		678.7		476,228,265		176.24%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925.0		103,320,000		176.98%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,832.5		185,151,558		178.44%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820.0		221,669,742		180.40%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784.0		61,438,960		183.17%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260.0		183,125,086		183.44%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270.0		183,770,592		184.22%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,143.5		280,734,038		189.60%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960.0		353,934,579		190.84%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981.0		273,593,060		193.46%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076.0		275,357,040		194.02%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825.0		592,550,444		195.36%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307.0		73,910,133		195.53%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300.0		195,529,124		200.07%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380.0		173,301,396		200.41%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887.0		140,405,424		205.50%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464.0		22,694,521		207.60%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120.0		242,147,336		207.60%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280.0		18,660,000		214.48%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440.0		463,203,401		220.13%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547.0		134,519,312		222.10%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395.0		224,834,253		224.93%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,701.5		142,579,454		230.80%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670.0		212,075,195		234.77%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790.0		227,639,382		237.12%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200.0		198,837,402		242.60%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919.0		145,420,282		249.10%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,716.5		591,226,505		249.71%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735.0		431,161,101		252.75%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,798.5		60,128,898		257.63%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109.0		259,344,588		259.44%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500.0		97,713,000		271.90%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684.0		205,310,172		272.32%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090.0		268,688,532		286.69%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099.0		68,710,947		291.03%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951.0		144,000,000		311.69%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420.0		212,385,181		328.01%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,066.5		287,752,697		332.67%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074.0		64,192,305		343.77%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805.0		193,061,770		356.05%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365.0		199,768,546		379.38%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100.0		185,488,148		387.87%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491.0		396,459,525		405.67%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,336.5		363,127,274		407.61%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280.0		435,233,866		436.25%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641.0		103,340,172		493.52%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355.0		423,136,244		563.57%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624.0		158,235,741		589.49%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991.0		96,257,650		634.44%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200.0		70,404,777		692.41%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651.0		593,116,069		719.75%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611.0		2,589,374,454		745.71%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253.0		98,288,182		949.35%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,876.5		225,061,208		970.10%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		770.8		733,166,692		1248.02%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920.0		794,780,480		2337.59%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990.0		693,030,000		2753.40%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318.0		21,835,560		-
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		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		771		733,166,692		1248.02%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651		593,116,069		719.75%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825		592,550,444		195.36%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,717		591,226,505		249.71%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440		463,203,401		220.13%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		市場金融部		1,616,200		689,023,422		1,126,491,400		426		697		437,467,978		63.49%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280		435,233,866		436.25%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355		423,136,244		563.57%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491		396,459,525		405.67%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,337		363,127,274		407.61%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960		353,934,579		190.84%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,067		287,752,697		332.67%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076		275,357,040		194.02%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981		273,593,060		193.46%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109		259,344,588		259.44%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120		242,147,336		207.60%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900		237,997,296		113.14%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790		227,639,382		237.12%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395		224,834,253		224.93%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820		221,669,742		180.40%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130		219,529,914		149.51%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420		212,385,181		328.01%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670		212,075,195		234.77%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862		208,196,968		69.71%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684		205,310,172		272.32%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305		199,863,203		144.76%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365		199,768,546		379.38%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200		198,837,402		242.60%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300		195,529,124		200.07%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535		190,509,236		168.90%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100		185,488,148		387.87%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586		185,428,639		123.74%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,833		185,151,558		178.44%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270		183,770,592		184.22%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260		183,125,086		183.44%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463		182,259,959		136.09%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,669		178,235,702		82.15%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380		173,301,396		200.41%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930		171,313,042		171.56%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1614		167,854,691		79.69%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939		164,874,354		165.00%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005		158,173,739		116.60%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,031		149,496,483		136.87%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180		147,496,191		150.07%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919		145,420,282		249.10%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951		144,000,000		311.69%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,702		142,579,454		230.80%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887		140,405,424		205.50%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,822		135,969,209		57.29%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547		134,519,312		222.10%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282		130,360,859		103.71%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978		129,999,976		130.30%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255		128,463,612		148.74%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667		121,413,527		121.90%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		644		120,910,355		60.06%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526		120,417,252		82.79%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564		118,799,146		73.76%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,717		117,488,752		74.38%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942		116,179,432		77.12%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780		113,141,911		57.70%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975		108,774,012		109.35%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925		103,320,000		176.98%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720		102,560,169		102.81%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253		98,288,182		949.35%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500		97,713,000		271.90%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001		92,511,933		108.28%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100		84,570,332		84.63%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706		80,018,193		96.92%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099		68,710,947		291.03%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074		64,192,305		343.77%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250		61,750,130		47.63%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,799		60,128,898		257.63%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460		59,409,000		85.79%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875		58,715,748		74.06%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660		55,531,658		30.15%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624		55,259,087		34.39%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,007		53,032,134		70.84%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570		52,308,213		87.02%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198		49,887,544		23.87%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080		49,179,738		57.99%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,823		42,960,192		19.90%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952		34,717,380		39.41%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405		29,872,008		31.96%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376		29,013,570		29.01%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104		28,817,497		14.76%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004		26,758,844		43.94%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375		25,638,600		78.29%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464		22,694,521		207.60%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318		21,835,560		-

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760		21,654,558		25.86%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,624		21,647,881		109.96%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,100		18,962,360		18.99%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630		18,469,800		39.41%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780		17,608,462		44.30%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325		17,608,167		17.44%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960		17,035,540		19.33%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6110		16,548,698		34.76%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936		16,207,397		16.22%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660		15,827,576		37.04%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852		15,753,590		19.47%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366		12,872,452		28.07%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235		12,352,913		12.37%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150		10,971,094		11.00%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095		9,530,694		19.34%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805		8,074,735		18.03%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370		6,844,751		13.91%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146		6,510,046		13.41%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952		6,361,685		6.37%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850		6,354,904		18.99%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350		4,335,163		10.01%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969		3,649,415		11.48%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170		770,561		1.76%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590		590,372		1.79%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292		301,684		1.48%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862		(378,477)		-1.12%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380		(1,009,934)		-3.03%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105		(1,109,210)		-2.24%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245		(1,117,130)		-3.39%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240		(2,024,803)		-5.23%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340		(2,067,057)		-5.95%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260		(2,155,316)		-6.39%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650		(2,314,082)		-4.72%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521		(2,371,338)		-5.27%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191		(3,695,643)		-3.70%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281		(6,199,200)		-3.10%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570		(8,732,966)		-9.51%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066		(9,093,440)		-4.19%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426		(11,071,644)		-12.99%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183		(13,852,130)		-8.10%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		2,424,110		1,033,454,133		1,689,604,670		426		697		656,150,537		63.49%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		679		476,228,265		176.24%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940		344,787,500		116.19%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220		103,636,636		52.32%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307		73,910,133		195.53%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973		63,609,000		45.66%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700		51,701,000		17.71%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355		47,184,400		24.44%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503		26,417,000		9.27%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845		20,481,525		4.98%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407		17,685,530		4.31%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959		12,666,600		10.41%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433		(189,646)		-4.71%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678		(3,624,600)		-1.54%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188		(4,224,560)		-6.07%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438		(41,529,000)		-12.63%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332		(68,124,800)		-26.72%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526		(79,799,780)		-26.61%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354		(91,806,960)		-12.84%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611		2,589,374,454		745.71%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421		1,301,707,845		67.27%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862		908,200,000		85.34%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920		794,780,480		2337.59%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990		693,030,000		2753.40%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735		431,161,101		252.75%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,144		280,734,038		189.60%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090		268,688,532		286.69%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,877		225,061,208		970.10%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080		195,004,341		131.42%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805		193,061,770		356.05%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624.0		158,235,741		589.49%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567		155,737,530		124.01%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355		117,732,317		110.82%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641		103,340,172		493.52%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991		96,257,650		634.44%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444		87,912,370		43.09%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381		84,739,248		163.02%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200		70,404,777		692.41%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784		61,438,960		183.17%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047		57,730,806		126.34%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492		46,711,334		167.49%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682		27,101,166		16.33%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986		26,000,000		35.47%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334		19,689,007		35.82%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280		18,660,000		214.48%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305		10,513,000		174.87%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655		(22,413,000)		-41.52%



２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



所管部別合計行

						合計 ゴウケイ		－		－		要変更 ヨウヘンコウ		要変更 ヨウヘンコウ		－		－		要変更 ヨウヘンコウ		0.00%



&C純投資（市場金融部所管）

&C&P/&N



市場金融部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		791,912,982		57		770.8		733,166,692		1248.02%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		675,521,509		201		1,651.0		593,116,069		719.75%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		895,856,325		2,311		6,825.0		592,550,444		195.36%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		827,989,200		777		2,716.5		591,226,505		249.71%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		41,300		149,430,809		676,907,000		3,618		16,390.0		527,476,191		352.99%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機		市場金融部		104,600		210,420,599		673,624,000		2,012		6,440.0		463,203,401		220.13%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		市場金融部		1,616,200		689,023,422		1,126,491,400		426		697.0		437,467,978		63.49%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		535,000,000		798		4,280.0		435,233,866		436.25%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		498,217,500		506		3,355.0		423,136,244		563.57%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		494,190,000		1,086		5,491.0		396,459,525		405.67%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		452,213,219		460		2,336.5		363,127,274		407.61%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		539,392,000		3,081		8,960.0		353,934,579		190.84%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		374,249,349		478		2,066.5		287,752,697		332.67%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		417,276,000		706		2,076.0		275,357,040		194.02%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		415,012,000		2,720		7,981.0		273,593,060		193.46%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		359,306,112		587		2,109.0		259,344,588		259.44%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		50,392		116,643,704		358,791,040		2,315		7,120.0		242,147,336		207.60%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		91,500		210,352,704		448,350,000		2,299		4,900.0		237,997,296		113.14%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		323,640,000		828		2,790.0		227,639,382		237.12%

		1025790		食料品		コカ・コーラ　ボトラーズジャパンＨＤ		市場金融部		73,900		99,956,247		324,790,500		1,353		4,395.0		224,834,253		224.93%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		344,544,000		2,076		5,820.0		221,669,742		180.40%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		366,366,000		8,068		20,130.0		219,529,914		149.51%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		277,134,000		1,033		4,420.0		212,385,181		328.01%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		82,400		90,332,805		302,408,000		1,096		3,670.0		212,075,195		234.77%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		506,860,200		1,686		2,862.0		208,196,968		69.71%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		280,703,340		184		684.0		205,310,172		272.32%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		63,700		138,065,297		337,928,500		2,167		5,305.0		199,863,203		144.76%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		252,425,475		702		3,365.0		199,768,546		379.38%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		280,800,000		1,518		5,200.0		198,837,402		242.60%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		293,260,000		1,433		4,300.0		195,529,124		200.07%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		303,303,000		1,315		3,535.0		190,509,236		168.90%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		233,310,000		2,070		10,100.0		185,488,148		387.87%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		335,280,400		709		1,586.0		185,428,639		123.74%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		288,915,000		1,017		2,832.5		185,151,558		178.44%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		53,800		99,755,408		283,526,000		1,854		5,270.0		183,770,592		184.22%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		282,952,000		2,209		6,260.0		183,125,086		183.44%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		316,187,625		1,043		2,463.0		182,259,959		136.09%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		148,100		216,969,148		395,204,850		1,465		2,668.5		178,235,702		82.15%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		259,776,000		2,457		7,380.0		173,301,396		200.41%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		271,170,000		1,447		3,930.0		171,313,042		171.56%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		378,483,000		898		1,614.0		167,854,691		79.69%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		264,798,000		354		939.0		164,874,354		165.00%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		293,833,500		5,081		11,005.0		158,173,739		116.60%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		251,066		109,227,030		258,723,513		435		1,030.5		149,496,483		136.87%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		245,784,000		1,672		4,180.0		147,496,191		150.07%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		203,797,440		263		919.0		145,420,282		249.10%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		190,200,000		231		951.0		144,000,000		311.69%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		204,356,956		514		1,701.5		142,579,454		230.80%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		208,730,100		945		2,887.0		140,405,424		205.50%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		132,311		237,346,277		373,315,486		1,794		2,821.5		135,969,209		57.29%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		195,085,000		1,101		3,547.0		134,519,312		222.10%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		256,063,600		2,102		4,282.0		130,360,859		103.71%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		229,766,400		3,464		7,978.0		129,999,976		130.30%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		214,830,000		1,309		3,255.0		128,463,612		148.74%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		221,013,000		2,554		5,667.0		121,413,527		121.90%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸＴＧホールディングス		市場金融部		500,560		201,300,117		322,210,472		402		643.7		120,910,355		60.06%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		265,860,400		1,929		3,526.0		120,417,252		82.79%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		279,859,916		2,627		4,564.0		118,799,146		73.76%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		275,453,100		1,558		2,716.5		117,488,752		74.38%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		266,823,032		1,096		1,942.0		116,179,432		77.12%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		221,738,700		3,271		6,781.0		114,782,807		107.32%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		309,230,000		3,665		5,780.0		113,141,911		57.70%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		208,250,000		1,421		2,975.0		108,774,012		109.35%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		161,700,000		695		1,925.0		103,320,000		176.98%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		202,320,000		355		720.0		102,560,169		102.81%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		108,641,365		119		1,253.0		98,288,182		949.35%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		133,650,000		1,210		4,500.0		97,713,000		271.90%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		177,952,932		961		2,001.0		92,511,933		108.28%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		184,500,000		2,221		4,100.0		84,570,332		84.63%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		162,581,800		866		1,706.0		80,018,193		96.92%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		43,983		23,609,370		92,320,317		537		2,099.0		68,710,947		291.03%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		20,340		18,672,855		82,865,160		918		4,074.0		64,192,305		343.77%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		191,400,000		4,911		7,250.0		61,750,130		47.63%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		83,468,385		503		1,798.5		60,128,898		257.63%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		128,658,000		5,630		10,460.0		59,409,000		85.79%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		138,000,000		1,652		2,875.0		58,715,748		74.06%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		239,730,000		2,812		3,660.0		55,531,658		30.15%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		46,700		160,681,713		215,940,800		3,441		4,624.0		55,259,087		34.39%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		127,067		74,860,801		127,892,935		589		1,006.5		53,032,134		70.84%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		112,422,000		2,444		4,570.0		52,308,213		87.02%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		117,768		208,966,520		258,854,064		1,774		2,198.0		49,887,544		23.87%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		43,500		84,800,262		133,980,000		1,949		3,080.0		49,179,738		57.99%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		258,795,000		1,520		1,822.5		42,960,192		19.90%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		122,803,200		2,117		2,952.0		34,717,380		39.41%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		28,000		93,467,992		123,340,000		3,338		4,405.0		29,872,008		31.96%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		129,016,800		1,842		2,376.0		29,013,570		29.01%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		224,112,000		962		1,104.0		28,817,497		14.76%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		87,658,400		4,171		6,004.0		26,758,844		43.94%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		58,387,500		1,893		3,375.0		25,638,600		78.29%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		33,626,616		476		1,464.0		22,694,521		207.60%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		21,835,560		0		2,318.0		21,835,560		-

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		105,408,000		7,755		9,760.0		21,654,558		25.86%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		41,334,310		773		1,623.5		21,647,881		109.96%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		56,600		99,869,340		118,831,700		1,764		2,099.5		18,962,360		18.99%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		18,000		46,870,200		65,340,000		2,604		3,630.0		18,469,800		39.41%

		1024130		サービス業		エムスリー		市場金融部		12,000		39,751,538		57,360,000		3,313		4,780.0		17,608,462		44.30%

		1091430		陸運業		ＳＧホールディングス		市場金融部		51,000		100,966,833		118,575,000		1,980		2,325.0		17,608,167		17.44%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		105,144,000		22,592		26,960.0		17,035,540		19.33%

		1075320		小売業		ドンキホーテホールディングス		市場金融部		10,500		47,606,302		64,155,000		4,534		6,110.0		16,548,698		34.76%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		116,160,000		1,666		1,936.0		16,207,397		16.22%

		1021270		サービス業		日本Ｍ＆Ａセンター		市場金融部		16,000		42,732,424		58,560,000		2,671		3,660.0		15,827,576		37.04%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		33,900		80,929,210		96,682,800		2,387		2,852.0		15,753,590		19.47%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		58,738,000		1,067		1,366.0		12,872,452		28.07%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		26,500		99,874,587		112,227,500		3,769		4,235.0		12,352,913		12.37%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		110,725,000		1,937		2,150.0		10,971,094		11.00%

		1021810		サービス業		パーソルホールディングス		市場金融部		19,000		49,274,306		58,805,000		2,593		3,095.0		9,530,694		19.34%

		1079560		その他製品		ピジョン		市場金融部		11,000		44,780,265		52,855,000		4,071		4,805.0		8,074,735		18.03%

		1063830		機械		ダイフク		市場金融部		8,800		49,211,249		56,056,000		5,592		6,370.0		6,844,751		13.91%

		1067580		電気機器		ソニ－		市場金融部		10,700		48,552,154		55,062,200		4,538		5,146.0		6,510,046		13.41%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		106,188,800		1,835		1,952.0		6,361,685		6.37%

		1046840		情報・通信業		オービック		市場金融部		4,500		33,470,096		39,825,000		7,438		8,850.0		6,354,904		18.99%

		1047040		情報・通信業		トレンドマイクロ		市場金融部		7,500		43,289,837		47,625,000		5,772		6,350.0		4,335,163		10.01%

		1079360		その他製品		アシックス		市場金融部		18,000		31,792,585		35,442,000		1,766		1,969.0		3,649,415		11.48%

		1025870		食料品		サントリー食品インターナショナル		市場金融部		8,600		43,691,439		44,462,000		5,080		5,170.0		770,561		1.76%

		1045430		精密機器		テルモ		市場金融部		6,000		32,949,628		33,540,000		5,492		5,590.0		590,372		1.79%

		1061130		金属製品		アマダホールディングス		市場金融部		16,000		20,370,316		20,672,000		1,273		1,292.0		301,684		1.48%

		1023710		情報・通信業		カカクコム		市場金融部		18,000		33,894,477		33,516,000		1,883		1,862.0		(378,477)		-1.12%

		1027820		小売業		セリア		市場金融部		6,000		33,289,934		32,280,000		5,548		5,380.0		(1,009,934)		-3.03%

		1062680		機械		ナブテスコ		市場金融部		11,800		49,548,210		48,439,000		4,199		4,105.0		(1,109,210)		-2.24%

		1049010		化学		富士フィルムＨＬＤＳ		市場金融部		7,500		32,954,630		31,837,500		4,394		4,245.0		(1,117,130)		-3.39%

		1065920		電気機器		マブチモーター		市場金融部		7,000		38,704,803		36,680,000		5,529		5,240.0		(2,024,803)		-5.23%

		1064650		その他製品		ホシザキ		市場金融部		3,500		34,757,057		32,690,000		9,931		9,340.0		(2,067,057)		-5.95%

		1023310		サービス業		綜合警備保障		市場金融部		6,000		33,715,316		31,560,000		5,619		5,260.0		(2,155,316)		-6.39%

		1047160		情報・通信業		日本オラクル		市場金融部		5,400		49,024,082		46,710,000		9,079		8,650.0		(2,314,082)		-4.72%

		1067520		電気機器		パナソニック		市場金融部		28,000		44,959,338		42,588,000		1,606		1,521.0		(2,371,338)		-5.27%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		96,082,800		199		191.4		(3,695,643)		-3.70%

		1061780		サービス業		日本郵政		市場金融部		151,200		199,886,400		193,687,200		1,322		1,281.0		(6,199,200)		-3.10%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		83,049,000		16,102		14,570.0		(8,732,966)		-9.51%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		67,800		216,968,240		207,874,800		3,200		3,066.0		(9,093,440)		-4.19%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		74,152,000		1,639		1,426.0		(11,071,644)		-12.99%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		157,153,743		5,640		5,183.0		(13,852,130)		-8.10%

						合計 ゴウケイ		－		－		13,502,435,812		30,233,517,328		－		－		16,731,081,516		123.91%



&C純投資（市場金融部所管）

&C&P/&N

２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



総合企画部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		2,424,110		1,033,454,133		1,689,604,670		426		697.0		656,150,537		63.49%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		746,438,332		246		678.7		476,228,265		176.24%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		108,000		296,732,500		641,520,000		2,748		5,940.0		344,787,500		116.19%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		93,700		198,077,364		301,714,000		2,114		3,220.0		103,636,636		52.32%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		111,710,659		1,457		4,307.0		73,910,133		195.53%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		202,907,250		2,041		2,973.0		63,609,000		45.66%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		73,100		291,869,000		343,570,000		3,993		4,700.0		51,701,000		17.71%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		240,218,000		2,696		3,355.0		47,184,400		24.44%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		311,357,000		460		503.0		26,417,000		9.27%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		151,715		411,147,650		431,629,175		2,710		2,845.0		20,481,525		4.98%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		428,200,630		390		407.0		17,685,530		4.31%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		134,338,600		2,680		2,959.0		12,666,600		10.41%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		2,680		4,030,086		3,840,440		1,504		1,433.0		(189,646)		-4.71%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		86,300		234,736,000		231,111,400		2,720		2,678.0		(3,624,600)		-1.54%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,401,440		200		188.0		(4,224,560)		-6.07%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		287,328,000		501		438.0		(41,529,000)		-12.63%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		80,100		254,918,000		186,793,200		3,182		2,332.0		(68,124,800)		-26.72%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		220,115,220		717		526.0		(79,799,780)		-26.61%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		264,760		715,052,000		623,245,040		2,701		2,354.0		(91,806,960)		-12.84%

						合計 ゴウケイ		－		－		5,595,884,276		7,201,043,056		－		－		1,605,158,780		28.68%



&C政策投資（総合企画部所管）

&C&P/&N

２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



法人戦略部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,936,609,739		190		1,611.0		2,589,374,454		745.71%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,236,749,537		850		1,421.0		1,301,707,845		67.27%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,972,400,000		5,321		9,862.0		908,200,000		85.34%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		828,780,480		325		7,920.0		794,780,480		2337.59%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		718,200,000		140		3,990.0		693,030,000		2753.40%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		601,752,210		1,342		4,735.0		431,161,101		252.75%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		428,800,744		740		2,143.5		280,734,038		189.60%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		362,408,000		1,316		5,090.0		268,688,532		286.69%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		248,260,950		175		1,876.5		225,061,208		970.10%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		343,384,920		467		1,080.0		195,004,341		131.42%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		247,285,000		396		1,805.0		193,061,770		356.05%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		185,078,400		91		624.0		158,235,741		589.49%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		281,317,530		1,146		2,567.0		155,737,530		124.01%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		223,966,380		1,591		3,355.0		117,732,317		110.82%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		124,279,644		108		641.0		103,340,172		493.52%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		37,255		15,172,055		111,429,705		407		2,991.0		96,257,650		634.44%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		291,954,420		310		444.0		87,912,370		43.09%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		136,719,000		525		1,381.0		84,739,248		163.02%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		80,572,800		404		3,200.0		70,404,777		692.41%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		94,980,160		630		1,784.0		61,438,960		183.17%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		103,426,848		463		1,047.0		57,730,806		126.34%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		74,600,000		558		1,492.0		46,711,334		167.49%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		193,104,000		2,306		2,682.0		27,101,166		16.33%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		99,300,000		1,466		1,986.0		26,000,000		35.47%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		31,985		54,963,983		74,652,990		1,718		2,334.0		19,689,007		35.82%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		27,360,000		725		2,280.0		18,660,000		214.48%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		5,000		6,012,000		16,525,000		1,202		3,305.0		10,513,000		174.87%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		31,571,000		1,120		655.0		(22,413,000)		-41.52%

						合計 ゴウケイ		－		－		5,074,874,610		14,075,469,457		－		－		9,000,594,847		177.36%



&C政策投資（法人戦略部所管）

&C&P/&N
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所管部

		01		市場金融部 シジョウキンユウブ

		02		総合企画部 ソウゴウキカクブ

		03		法人戦略部 ホウジンセンリャクブ





plusⅡデータ

		銘柄コード		取引相手業種区分３		銘柄略称		銘柄備考１３		所有残高数量		所有償却前簿価残高＿原通貨		所有評価後簿価残高＿原通貨		評価時価		所有評価益＿原通貨		所有評価損＿原通貨

		1018030		建設業		清水建設		01		200,000		46,200,000		199,600,000		998		153,400,000		0

		1019110		建設業		住友林業		01		95,300		82,563,607		161,057,000		1,690		78,493,393		0

		1019250		建設業		大和ハウス工業		01		45,000		99,929,668		143,820,000		3,196		43,890,332		0

		1019280		建設業		積水ハウス		01		137,396		150,643,600		251,572,076		1,831		100,928,476		0

		1020020		食料品		日清製粉グループ		01		170,368		99,961,524		282,981,248		1,661		183,019,724		0

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		01		39,000		99,599,473		164,112,000		4,208		64,512,527		0

		1025030		食料品		キリンＨＤ		01		102,000		103,763,442		214,251,000		2,101		110,487,558		0

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		01		73,900		99,956,247		265,301,000		3,590		165,344,753		0

		1025930		食料品		伊藤園		01		58,800		98,287,809		239,022,000		4,065		140,734,191		0

		1028010		食料品		キッコーマン		01		125,000		99,766,134		415,625,000		3,325		315,858,866		0

		1028020		食料品		味の素		01		84,000		58,380,000		184,506,000		2,197		126,126,000		0

		1028090		食料品		キューピー		01		72,300		68,324,676		228,106,500		3,155		159,781,824		0

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		01		85,800		112,793,764		208,322,400		2,428		95,528,636		0

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		01		35,200		86,474,604		217,184,000		6,170		130,709,396		0

		1029140		食料品		ＪＴ		01		54,300		173,143,603		196,457,400		3,618		23,313,797		0

		1099480		食料品		アークス		03		109,590		125,580,000		291,838,170		2,663		166,258,170		0

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		01		9,420		0		20,648,640		2,192		20,648,640		0

		1030010		繊維製品		片倉工業		03		99,000		51,979,752		137,907,000		1,393		85,927,248		0

		1031010		繊維製品		東洋紡		01		439,838		23,609,800		84,888,734		193		61,278,934		0

		1034010		繊維製品		帝人		01		88,932		85,440,999		186,668,268		2,099		101,227,269		0

		1034020		繊維製品		東レ		01		90,067		35,576,465		88,896,129		987		53,319,664		0

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		01		87,000		84,800,262		119,538,000		1,374		34,737,738		0

		1082270		繊維製品		しまむら		01		11,000		91,807,505		161,810,000		14,710		70,002,495		0

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		01		410,385		75,393,168		213,810,585		521		138,417,417		0

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		03		50,000		73,300,000		100,100,000		2,002		26,800,000		0

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		03		48,200		53,984,000		35,282,400		732		0		18,701,600

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		01		221,760		58,377,158		142,591,680		643		84,214,522		0

		1040040		化学		昭和電工		01		29,700		35,937,000		58,954,500		1,985		23,017,500		0

		1040080		化学		住友精化		03		71,200		93,719,468		337,132,000		4,735		243,412,532		0

		1040210		化学		日産化学工業		01		62,700		64,748,819		203,148,000		3,240		138,399,181		0

		1040450		化学		東亜合成		01		86,705		10,353,183		110,115,350		1,270		99,762,167		0

		1040630		化学		信越化学工業		01		26,700		135,659,761		257,494,800		9,644		121,835,039		0

		1040880		化学		エア・ウオーター		01		201,000		141,918,960		412,452,000		2,052		270,533,040		0

		1040910		化学		大陽日酸		03		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		1,302		2,026,114,113		0

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		01		218,066		73,270,176		187,842,052		861		114,571,876		0

		1042030		化学		住友ベークライト		01		282,000		99,923,646		188,940,000		670		89,016,354		0

		1044520		化学		花王		01		52,000		141,418,940		317,408,000		6,104		175,989,060		0

		1046260		化学		太陽ホールディングス		01		24,600		60,113,787		119,679,000		4,865		59,565,213		0

		1049170		化学		マンダム		01		41,200		90,332,805		215,064,000		5,220		124,731,195		0

		1045020		医薬品		武田薬品工業		01		30,321		171,005,873		158,548,509		5,229		0		12,457,364

		1045030		医薬品		アステラス製薬		01		234,500		210,628,309		343,777,000		1,466		133,148,691		0

		1045070		医薬品		塩野義製薬		01		90,000		97,730,475		517,320,000		5,748		419,589,525		0

		1045230		医薬品		エーザイ		01		32,700		106,955,893		188,482,800		5,764		81,526,907		0

		1045270		医薬品		ロート製薬		01		70,000		99,475,988		146,020,000		2,086		46,544,012		0

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		01		48,000		79,284,252		140,064,000		2,918		60,779,748		0

		1045550		医薬品		沢井製薬		01		7,000		49,674,400		42,140,000		6,020		0		7,534,400

		1045680		医薬品		第一三共		01		75,400		145,443,148		189,027,800		2,507		43,584,652		0

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		01		12,300		69,249,000		111,192,000		9,040		41,943,000		0

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		01		177,847		152,577,821		231,201,100		1,300		78,623,279		0

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		01		47,600		99,345,795		184,212,000		3,870		84,866,205		0

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		01		547,051		249,797,552		299,072,781		547		49,275,229		0

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		01		128,375		133,927,666		279,729,125		2,179		145,801,459		0

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		01		86,700		298,310,591		390,410,100		4,503		92,099,509		0

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		01		54,400		99,827,115		103,196,800		1,897		3,369,685		0

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		01		140,000		93,467,992		126,280,000		902		32,812,008		0

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		01		409,159		82,405,440		198,442,115		485		116,036,675		0

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		01		193,543		89,085,945		496,437,795		2,565		407,351,850		0

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		03		200,047		148,066,706		381,789,699		1,909		233,722,993		0

		1054440		鉄鋼		大和工業		01		41,600		88,085,820		119,475,200		2,872		31,389,380		0

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		01		66,000		86,366,388		208,890,000		3,165		122,523,612		0

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		03		25,179		10,168,023		84,853,230		3,370		74,685,207		0

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		01		76,000		99,580,146		120,346,000		1,584		20,765,854		0

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		01		25,460		19,686,429		46,999,160		1,846		27,312,731		0

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		01		54,300		100,003,230		153,397,500		2,825		53,394,270		0

		1059470		金属製品		リンナイ		01		23,100		47,821,852		204,666,000		8,860		156,844,148		0

		1059940		金属製品		ファインシンター		03		12,000		8,700,000		23,400,000		1,950		14,700,000		0

		1060050		機械		三浦工業		01		148,500		75,081,256		265,369,500		1,787		190,288,244		0

		1062870		機械		サトーＨＤ		01		75,015		52,656,929		177,935,580		2,372		125,278,651		0

		1063010		機械		コマツ		01		55,000		60,565,688		159,582,500		2,902		99,016,812		0

		1063050		機械		日立建機		01		84,841		162,686,797		235,433,775		2,775		72,746,978		0

		1063700		機械		栗田工業		01		17,300		32,748,900		46,588,900		2,693		13,840,000		0

		1064540		機械		マックス		01		43,000		45,865,548		63,640,000		1,480		17,774,452		0

		1064710		機械		日本精工		01		52,000		85,223,644		82,784,000		1,592		0		2,439,644

		1064720		機械		ＮＴＮ		03		657,555		204,042,050		364,285,470		554		160,243,420		0

		1065860		機械		マキタ		01		54,000		81,962,598		210,600,000		3,900		128,637,402		0

		1070110		機械		三菱重工業		01		203,402		18,673,039		90,839,333		447		72,166,294		0

		1070130		機械		ＩＨＩ		03		50,000		6,012,000		17,550,000		351		11,538,000		0

		1065010		電気機器		日立製作所		01		1,027,391		58,746,290		619,003,077		603		560,256,787		0

		1065020		電気機器		東芝		03		1,024,483		260,218,682		247,310,196		241		0		12,908,486

		1065030		電気機器		三菱電機		01		120,104		61,777,502		191,806,088		1,597		130,028,586		0

		1065940		電気機器		日本電産		01		37,800		99,611,193		400,491,000		10,595		300,879,807		0

		1066450		電気機器		オムロン		01		45,200		99,826,914		220,802,000		4,885		120,975,086		0

		1067010		電気機器		日本電気		03		372,556		15,172,300		99,845,008		268		84,672,708		0

		1069230		電気機器		スタンレー電気		01		69,000		99,856,958		219,075,000		3,175		119,218,042		0

		1069520		電気機器		カシオ計算機		01		211,400		149,851,761		327,458,600		1,549		177,606,839		0

		1069540		電気機器		ファナック		01		3,900		88,108,460		88,998,000		22,820		889,540		0

		1069710		電気機器		京セラ		01		14,600		60,899,556		90,549,200		6,202		29,649,644		0

		1069810		電気機器		村田製作所		01		5,700		91,781,966		90,259,500		15,835		0		1,522,466

		1069880		電気機器		日東電工		01		28,800		99,766,424		247,737,600		8,602		147,971,176		0

		1072760		電気機器		小糸製作所		01		14,000		82,603,720		81,060,000		5,790		0		1,543,720

		1077510		電気機器		キャノン		01		106,600		344,732,646		370,008,600		3,471		25,275,954		0

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		01		50,000		99,852,753		115,950,000		2,319		16,097,247		0

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		01		104,600		210,420,599		578,438,000		5,530		368,017,401		0

		1069020		輸送用機器		デンソー		01		59,200		122,874,258		289,902,400		4,897		167,028,142		0

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		01		286,000		99,847,547		96,668,000		338		0		3,179,547

		1072010		輸送用機器		日産自動車		01		203,000		195,294,503		217,920,500		1,074		22,625,997		0

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		01		131,261		303,305,881		793,078,962		6,042		489,773,081		0

		1072470		輸送用機器		ミクニ		03		193,884		20,939,472		87,635,568		452		66,696,096		0

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		01		53,500		196,088,089		292,645,000		5,470		96,556,911		0

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		01		65,500		184,198,342		219,490,500		3,351		35,292,158		0

		1079880		輸送用機器		ニフコ		01		9,000		46,870,200		50,310,000		5,590		3,439,800		0

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		01		10,800		83,753,442		88,452,000		8,190		4,698,558		0

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		01		56,700		99,843,051		303,685,200		5,356		203,842,149		0

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		01		68,200		97,730,876		164,225,600		2,408		66,494,724		0

		1079120		その他製品		大日本印刷		01		235,537		208,967,408		282,644,400		1,200		73,676,992		0

		1095060		電気・ガス業		東北電力		03		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		1,508		1,499,876,184		0

		1095130		電気・ガス業		電源開発		03		72,000		166,002,834		187,560,000		2,605		21,557,166		0

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		01		661,558		237,347,354		335,145,282		507		97,797,928		0

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		01		283,000		99,869,340		119,709,000		423		19,839,660		0

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		03		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		9,694		874,600,000		0

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		01		18,200		146,836,086		330,148,000		18,140		183,311,914		0

		1090620		陸運業		日本通運		01		503,920		116,643,704		288,242,240		572		171,598,536		0

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		01		127,000		169,799,000		296,227,500		2,333		126,428,500		0

		1090650		陸運業		山九		01		269,000		99,755,408		181,575,000		675		81,819,592		0

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		01		116,000		96,000,618		275,500,000		2,375		179,499,382		0

		1092010		空運業		日本航空		01		59,800		125,702,741		210,854,800		3,526		85,152,059		0

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		01		281,000		99,759,831		171,972,000		612		72,212,169		0

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		01		82,600		161,648,760		392,515,200		4,752		230,866,440		0

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		01		304,800		236,762,695		890,625,600		2,922		653,862,905		0

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		01		101,400		157,964,348		262,879,500		2,593		104,915,152		0

		1027680		卸売業		双日		01		348,000		99,875,589		97,092,000		279		0		2,783,589

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		03		98,784		45,696,042		101,945,088		1,032		56,249,046		0

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		01		181,103		86,496,652		286,142,740		1,580		199,646,088		0

		1080120		卸売業		長瀬産業		03		137,000		54,223,230		212,487,000		1,551		158,263,770		0

		1080310		卸売業		三井物産		01		142,000		215,834,808		228,975,000		1,613		13,140,192		0

		1080370		卸売業		カメイ		03		50,000		27,888,666		61,900,000		1,238		34,011,334		0

		1080580		卸売業		三菱商事		01		177,100		298,663,232		426,014,050		2,406		127,350,818		0

		1080810		卸売業		カナデン		01		22,969		10,932,095		24,737,613		1,077		13,805,518		0

		1026510		小売業		ローソン		01		26,400		129,649,870		199,320,000		7,550		69,670,130		0

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		03		317,949		148,380,579		326,533,623		1,027		178,153,044		0

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		01		61,319		161,060,770		267,473,478		4,362		106,412,708		0

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		01		60,200		185,457,421		399,728,000		6,640		214,270,579		0

		2033850		小売業		薬王堂		03		180,000		25,170,000		500,040,000		2,778		474,870,000		0

		2074500		小売業		サンデー		03		53,240		33,541,200		91,839,000		1,725		58,297,800		0

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		02		347,880		69,626,000		65,749,320		189		0		3,876,680

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		02		418,470		299,915,000		284,978,070		681		0		14,936,930

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		01		265,000		99,874,587		108,650,000		410		8,775,413		0

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		02		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		700		1,104,527,352		0

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		02		25,937		37,800,526		100,116,820		3,860		62,316,294		0

		1083240		銀行業		第四銀行		02		731,000		291,869,000		322,371,000		441		30,502,000		0

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		02		71,600		193,033,600		236,280,000		3,300		43,246,400		0

		1083420		銀行業		青森銀行		02		937,000		198,077,364		357,934,000		382		159,856,636		0

		1083430		銀行業		秋田銀行		02		1,517,159		411,150,089		526,454,173		347		115,304,084		0

		1083440		銀行業		山形銀行		02		1,323,800		715,052,000		642,043,000		485		0		73,009,000

		1083460		銀行業		東邦銀行		02		1,052,090		410,515,100		440,825,710		419		30,310,610		0

		1083490		銀行業		東北銀行		02		26,800		4,030,086		4,127,200		154		97,114		0

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		02		656,000		328,857,000		326,688,000		498		0		2,169,000

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		02		863,000		234,736,000		285,653,000		331		50,917,000		0

		1083640		銀行業		清水銀行		02		45,400		121,672,000		153,906,000		3,390		32,234,000		0

		1083680		銀行業		百五銀行		02		619,000		284,940,000		274,836,000		444		0		10,104,000

		1083690		銀行業		京都銀行		02		540,000		296,732,500		437,940,000		811		141,207,500		0

		1083920		銀行業		大分銀行		02		860,000		227,040,000		374,100,000		435		147,060,000		0

		1083950		銀行業		佐賀銀行		02		801,000		254,918,000		244,305,000		305		0		10,613,000

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		01		502,000		99,778,443		102,408,000		204		2,629,557		0

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		02		300,000		294,500,000		362,100,000		1,207		67,600,000		0

		1085510		銀行業		北日本銀行		02		68,250		139,298,250		219,423,750		3,215		80,125,500		0

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		02		1,099,806		270,210,067		745,558,487		678		475,348,420		0

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		03		66,756		106,234,063		236,316,240		3,540		130,082,177		0

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		01		60,000		99,952,603		107,340,000		1,789		7,387,397		0

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		03		127,086		170,591,109		596,795,856		4,696		426,204,747		0

		1085840		その他金融業		ジャックス		03		159,926		54,964,327		77,404,184		484		22,439,857		0

		1085910		その他金融業		オリックス		03		132,300		23,199,742		217,964,250		1,648		194,764,508		0

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		03		296,600		26,842,659		164,613,000		555		137,770,341		0

		1046660		不動産業		パーク２４		01		22,600		49,765,535		65,856,400		2,914		16,090,865		0

		1088020		不動産業		三菱地所		01		46,410		23,339,487		94,212,300		2,030		70,872,813		0

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		01		51,500		99,753,906		95,584,000		1,856		0		4,169,906

		1097350		サービス業		セコム		03		104,644		34,000,000		833,908,036		7,969		799,908,036		0
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		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998		153,400,000		332.03%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690		78,493,393		95.07%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196		43,890,332		43.92%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831		100,928,476		67.00%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661		183,019,724		183.09%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208		64,512,527		64.77%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,101		110,487,558		106.48%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590		165,344,753		165.42%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065		140,734,191		143.19%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325		315,858,866		316.60%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,197		126,126,000		216.04%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155		159,781,824		233.86%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428		95,528,636		84.69%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170		130,709,396		151.15%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618		23,313,797		13.47%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663		166,258,170		132.39%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192		20,648,640		-

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393		85,927,248		165.31%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193		61,278,934		259.55%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099		101,227,269		118.48%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987		53,319,664		149.87%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374		34,737,738		40.96%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710		70,002,495		76.25%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521		138,417,417		183.59%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002		26,800,000		36.56%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732		(18,701,600)		-34.64%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643		84,214,522		144.26%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985		23,017,500		64.05%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735		243,412,532		259.72%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240		138,399,181		213.75%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270		99,762,167		963.59%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644		121,835,039		89.81%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052		270,533,040		190.63%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302		2,026,114,113		583.50%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861		114,571,876		156.37%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670		89,016,354		89.08%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104		175,989,060		124.45%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865		59,565,213		99.09%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220		124,731,195		138.08%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229		(12,457,364)		-7.28%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466		133,148,691		63.22%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748		419,589,525		429.33%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764		81,526,907		76.22%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086		46,544,012		46.79%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918		60,779,748		76.66%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020		(7,534,400)		-15.17%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507		43,584,652		29.97%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040		41,943,000		60.57%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300		78,623,279		51.53%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870		84,866,205		85.43%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		547		49,275,229		19.73%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179		145,801,459		108.87%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503		92,099,509		30.87%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897		3,369,685		3.38%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902		32,812,008		35.11%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485		116,036,675		140.81%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565		407,351,850		457.26%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,909		233,722,993		157.85%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872		31,389,380		35.63%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165		122,523,612		141.86%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370		74,685,207		734.51%

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,584		20,765,854		20.85%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846		27,312,731		138.74%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825		53,394,270		53.39%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860		156,844,148		327.98%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950		14,700,000		168.97%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787		190,288,244		253.44%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372		125,278,651		237.91%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,902		99,016,812		163.49%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775		72,746,978		44.72%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693		13,840,000		42.26%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480		17,774,452		38.75%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592		(2,439,644)		-2.86%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554		160,243,420		78.53%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900		128,637,402		156.95%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		447		72,166,294		386.47%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351		11,538,000		191.92%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		603		560,256,787		953.69%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241		(12,908,486)		-4.96%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597		130,028,586		210.48%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595		300,879,807		302.05%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885		120,975,086		121.18%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268		84,672,708		558.07%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175		119,218,042		119.39%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549		177,606,839		118.52%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820		889,540		1.01%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202		29,649,644		48.69%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835		(1,522,466)		-1.66%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602		147,971,176		148.32%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790		(1,543,720)		-1.87%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471		25,275,954		7.33%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319		16,097,247		16.12%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530		368,017,401		174.90%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897		167,028,142		135.93%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338		(3,179,547)		-3.18%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,074		22,625,997		11.59%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042		489,773,081		161.48%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452		66,696,096		318.52%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470		96,556,911		49.24%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351		35,292,158		19.16%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590		3,439,800		7.34%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190		4,698,558		5.61%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356		203,842,149		204.16%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408		66,494,724		68.04%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200		73,676,992		35.26%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508		1,499,876,184		77.51%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605		21,557,166		12.99%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		507		97,797,928		41.20%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423		19,839,660		19.87%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694		874,600,000		82.18%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140		183,311,914		124.84%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572		171,598,536		147.11%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,333		126,428,500		74.46%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675		81,819,592		82.02%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375		179,499,382		186.98%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526		85,152,059		67.74%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612		72,212,169		72.39%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752		230,866,440		142.82%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922		653,862,905		276.17%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,593		104,915,152		66.42%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279		(2,783,589)		-2.79%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032		56,249,046		123.09%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580		199,646,088		230.81%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551		158,263,770		291.87%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,613		13,140,192		6.09%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238		34,011,334		121.95%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,406		127,350,818		42.64%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077		13,805,518		126.28%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550		69,670,130		53.74%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027		178,153,044		120.06%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362		106,412,708		66.07%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640		214,270,579		115.54%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778		474,870,000		1886.65%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725		58,297,800		173.81%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189		(3,876,680)		-5.57%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681		(14,936,930)		-4.98%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410		8,775,413		8.79%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		426		700		1,104,527,352		64.12%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860		62,316,294		164.86%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441		30,502,000		10.45%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300		43,246,400		22.40%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382		159,856,636		80.70%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347		115,304,084		28.04%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485		(73,009,000)		-10.21%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419		30,310,610		7.38%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154		97,114		2.41%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498		(2,169,000)		-0.66%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331		50,917,000		21.69%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390		32,234,000		26.49%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444		(10,104,000)		-3.55%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811		141,207,500		47.59%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435		147,060,000		64.77%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305		(10,613,000)		-4.16%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204		2,629,557		2.64%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207		67,600,000		22.95%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215		80,125,500		57.52%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		678		475,348,420		175.92%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540		130,082,177		122.45%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789		7,387,397		7.39%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696		426,204,747		249.84%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484		22,439,857		40.83%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,648		194,764,508		839.51%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555		137,770,341		513.25%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914		16,090,865		32.33%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030		70,872,813		303.66%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856		(4,169,906)		-4.18%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969		799,908,036		2352.67%
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２５０銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること
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						市場金融部長 シジョウキンユウブチョウ		副部長 フクブチョウ		資金運用 シキンウンヨウ		市場事務 シジョウジム

																【単位：円、％】 タンイエン

		東証３３業種 トウショウギョウシュ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ		評価額構成比 ヒョウカガクコウセイヒ		評価額前月比 ヒョウカガクゼンゲツヒ				評価額（前月） ヒョウカガクゼンゲツ

		農林・水産 ノウリンスイサン		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		鉱業 コウギョウ		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		建設業		477,696		379,336,875		756,049,076		376,712,201		99.31		1.57		1.15				747,490,018

		食料品		1,019,678		1,226,031,276		2,928,355,358		1,702,324,082		138.85		6.06		2.06				2,869,123,012

		繊維製品		815,837		373,214,783		779,708,131		406,493,348		108.92		1.61		-2.78				801,963,613

		パルプ・紙		730,345		261,054,326		491,784,665		230,730,339		88.38		1.02		-2.61				504,976,050

		化学		2,918,720		1,294,631,830		4,781,579,100		3,486,947,270		269.34		9.90		-3.95				4,978,353,787

		医薬品		600,221		1,029,447,338		1,836,572,109		807,124,771		78.40		3.80		-0.64				1,848,459,662

		石油・石炭製品		772,498		501,721,168		714,485,881		212,764,713		42.41		1.48		1.45				704,243,205

		ゴム製品		269,475		532,065,372		773,336,025		241,270,653		45.35		1.60		-0.36				776,150,050

		ガラス・土石製品		549,159		175,873,432		324,722,115		148,848,683		84.63		0.67		3.19				314,687,345

		鉄鋼		501,190		411,604,859		1,206,592,694		794,987,835		193.14		2.50		-9.09				1,327,289,955

		非鉄金属		126,639		129,434,598		252,198,390		122,763,792		94.85		0.52		-2.68				259,132,740

		金属製品		89,400		156,525,082		381,463,500		224,938,418		143.71		0.79		0.00				381,453,900

		機械		1,440,613		825,518,449		1,714,609,058		889,090,609		107.70		3.55		4.84				1,635,426,522

		電気機器		3,081,534		1,612,954,372		3,294,403,869		1,681,449,497		104.25		6.82		6.96				3,079,907,130

		輸送用機器		1,155,945		1,479,691,644		2,742,038,930		1,262,347,286		85.31		5.68		-2.54				2,813,523,473

		精密機器		67,500		183,596,493		392,137,200		208,540,707		113.59		0.81		27.96				306,454,800

		その他製品		303,737		306,698,284		446,870,000		140,171,716		45.70		0.93		1.17				441,685,414

		電気・ガス業		3,294,355		2,438,261,220		4,077,332,158		1,639,070,938		67.22		8.44		3.63				3,934,449,142

		陸運業		1,234,120		1,693,234,816		3,310,492,740		1,617,257,924		95.51		6.86		-4.07				3,450,834,100

		海運 カイウン		0		0		0		0		0.00		0.00		-				0

		空運業		59,800		125,702,741		210,854,800		85,152,059		67.74		0.44		-3.90				219,406,200

		倉庫・運輸関連業		281,000		99,759,831		171,972,000		72,212,169		72.39		0.36		-5.56				182,088,000

		情報・通信業		488,800		556,375,803		1,546,020,300		989,644,497		177.87		3.20		-0.81				1,558,673,600

		卸売業		1,156,956		839,610,314		1,439,293,491		599,683,177		71.42		2.98		-4.33				1,504,467,477

		小売業		699,108		683,259,840		1,784,934,101		1,101,674,261		161.24		3.70		3.51				1,724,459,691

		銀行業		16,011,696		6,735,893,100		8,697,893,950		1,962,000,850		29.13		18.01		-5.35				9,189,213,409

		証券・商品先物取引業		1,099,806		270,210,067		745,558,487		475,348,420		175.92		1.54		-4.83				783,391,813

		保険業		253,842		376,777,775		940,452,096		563,674,321		149.60		1.95		-5.69				997,182,078

		その他金融業		588,826		105,006,728		459,981,434		354,974,706		338.05		0.95		-7.05				494,866,072

		不動産業		69,010		73,105,022		160,068,700		86,963,678		118.96		0.33		-7.57				173,172,950

		サービス業		156,144		133,753,906		929,492,036		795,738,130		594.93		1.92		-2.73				955,597,140

		上場株式　計 ジョウジョウカブシキケイ		40,313,650		25,010,351,344		48,291,252,394		23,280,901,050		93.09		100.00		-1.36				48,958,122,348

		上場区分 ジョウジョウクブン		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		日経平均株価（円） ニッケイヘイキンカブカエン				ＴＯＰＩＸ

		上場株式 ジョウジョウカブシキ		40,313,650		25,010,351,344		48,291,252,394		当月末 トウゲツマツ		18,909.26		当月末 トウゲツマツ		1,512.60

		非上場株式 ヒジョウジョウカブシキ		578,796		1,125,632,390		1,125,632,390		前月末 ゼンゲツマツ		19,118.99		前月末 ゼンゲツマツ		1,535.32

		子会社・関連会社株式 コガイシャカンレンガイシャカブシキ		79,000		3,870,757,189		3,870,757,189		前月比増減（幅） ゼンゲツヒゾウゲンハバ		(209.73)		前月比増減（幅） ゼンゲツヒゾウゲンハバ		-22.72

		合計 ゴウケイ		40,971,446		30,006,740,923		53,287,641,973		前月比増減（率） ゼンゲツヒゾウゲンリツ		(1.10)		前月比増減（率） ゼンゲツヒゾウゲンリツ		(1.48)

																				↑

																				押下すると、「日経平均」「ＴＯＰＩＸ」の値が張り付き オウカニッケイヘイキンアタイハツ

																				前月比がゼロとなる。 ゼンゲツヒ



&C&16保有株式時価額調べ（平成２９年３月３１日）

前月のファイルのデータを値貼付け
（列Ｄ、評価額）

手入力

手入力

手入力

手入力

マクロボタン押下により更新

マクロボタン押下により更新

手入力

手入力

株価指数
値貼付け



業種別

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998.0		153,400,000		332.03%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690.0		78,493,393		95.07%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196.0		43,890,332		43.92%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831.0		100,928,476		67.00%

				建設業 集計								379,336,875		756,049,076						376,712,201

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661.0		183,019,724		183.09%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208.0		64,512,527		64.77%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,100.5		110,487,558		106.48%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590.0		165,344,753		165.42%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065.0		140,734,191		143.19%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325.0		315,858,866		316.60%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,196.5		126,126,000		216.04%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155.0		159,781,824		233.86%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428.0		95,528,636		84.69%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170.0		130,709,396		151.15%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618.0		23,313,797		13.47%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663.0		166,258,170		132.39%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192.0		20,648,640		-

				食料品 集計								1,226,031,276		2,928,355,358						1,702,324,082

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393.0		85,927,248		165.31%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193.0		61,278,934		259.55%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099.0		101,227,269		118.48%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987.0		53,319,664		149.87%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374.0		34,737,738		40.96%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710.0		70,002,495		76.25%

				繊維製品 集計								373,214,783		779,708,131						406,493,348

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521.0		138,417,417		183.59%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002.0		26,800,000		36.56%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732.0		(18,701,600)		-34.64%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643.0		84,214,522		144.26%

				パルプ・紙 集計								261,054,326		491,784,665						230,730,339

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985.0		23,017,500		64.05%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735.0		243,412,532		259.72%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240.0		138,399,181		213.75%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270.0		99,762,167		963.59%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644.0		121,835,039		89.81%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052.0		270,533,040		190.63%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302.0		2,026,114,113		583.50%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861.4		114,571,876		156.37%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670.0		89,016,354		89.08%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104.0		175,989,060		124.45%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865.0		59,565,213		99.09%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220.0		124,731,195		138.08%

				化学 集計								1,294,631,830		4,781,579,100						3,486,947,270

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229.0		(12,457,364)		-7.28%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466.0		133,148,691		63.22%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748.0		419,589,525		429.33%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764.0		81,526,907		76.22%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086.0		46,544,012		46.79%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918.0		60,779,748		76.66%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020.0		(7,534,400)		-15.17%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507.0		43,584,652		29.97%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040.0		41,943,000		60.57%

				医薬品 集計								1,029,447,338		1,836,572,109						807,124,771

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300.0		78,623,279		51.53%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870.0		84,866,205		85.43%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		546.7		49,275,229		19.73%

				石油・石炭製品 集計								501,721,168		714,485,881						212,764,713

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179.0		145,801,459		108.87%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503.0		92,099,509		30.87%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

				ゴム製品 集計								532,065,372		773,336,025						241,270,653

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902.0		32,812,008		35.11%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

				ガラス・土石製品 集計								175,873,432		324,722,115						148,848,683

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565.0		407,351,850		457.26%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,908.5		233,722,993		157.85%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872.0		31,389,380		35.63%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165.0		122,523,612		141.86%

				鉄鋼 集計								411,604,859		1,206,592,694						794,987,835

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370.0		74,685,207		734.51%

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,583.5		20,765,854		20.85%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846.0		27,312,731		138.74%

				非鉄金属 集計								129,434,598		252,198,390						122,763,792

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825.0		53,394,270		53.39%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860.0		156,844,148		327.98%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950.0		14,700,000		168.97%

				金属製品 集計								156,525,082		381,463,500						224,938,418

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787.0		190,288,244		253.44%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372.0		125,278,651		237.91%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,901.5		99,016,812		163.49%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775.0		72,746,978		44.72%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693.0		13,840,000		42.26%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480.0		17,774,452		38.75%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592.0		(2,439,644)		-2.86%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554.0		160,243,420		78.53%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900.0		128,637,402		156.95%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		446.6		72,166,294		386.47%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351.0		11,538,000		191.92%

				機械 集計								825,518,449		1,714,609,058						889,090,609

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		602.5		560,256,787		953.69%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241.4		(12,908,486)		-4.96%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597.0		130,028,586		210.48%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595.0		300,879,807		302.05%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885.0		120,975,086		121.18%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268.0		84,672,708		558.07%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175.0		119,218,042		119.39%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549.0		177,606,839		118.52%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820.0		889,540		1.01%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202.0		29,649,644		48.69%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835.0		(1,522,466)		-1.66%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602.0		147,971,176		148.32%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790.0		(1,543,720)		-1.87%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471.0		25,275,954		7.33%

				電気機器 集計								1,612,954,372		3,294,403,869						1,681,449,497

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319.0		16,097,247		16.12%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530.0		368,017,401		174.90%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897.0		167,028,142		135.93%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338.0		(3,179,547)		-3.18%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,073.5		22,625,997		11.59%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042.0		489,773,081		161.48%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452.0		66,696,096		318.52%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470.0		96,556,911		49.24%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351.0		35,292,158		19.16%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590.0		3,439,800		7.34%

				輸送用機器 集計								1,479,691,644		2,742,038,930						1,262,347,286

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190.0		4,698,558		5.61%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356.0		203,842,149		204.16%

				精密機器 集計								183,596,493		392,137,200						208,540,707

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408.0		66,494,724		68.04%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200.0		73,676,992		35.26%

				その他製品 集計								306,698,284		446,870,000						140,171,716

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508.0		1,499,876,184		77.51%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605.0		21,557,166		12.99%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		506.6		97,797,928		41.20%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423.0		19,839,660		19.87%

				電気・ガス業 集計								2,438,261,220		4,077,332,158						1,639,070,938

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694.0		874,600,000		82.18%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140.0		183,311,914		124.84%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572.0		171,598,536		147.11%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,332.5		126,428,500		74.46%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675.0		81,819,592		82.02%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375.0		179,499,382		186.98%

				陸運業 集計								1,693,234,816		3,310,492,740						1,617,257,924

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526.0		85,152,059		67.74%

				空運業 集計								125,702,741		210,854,800						85,152,059

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612.0		72,212,169		72.39%

				倉庫・運輸関連業 集計								99,759,831		171,972,000						72,212,169

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752.0		230,866,440		142.82%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922.0		653,862,905		276.17%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,592.5		104,915,152		66.42%

				情報・通信業 集計								556,375,803		1,546,020,300						989,644,497

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279.0		(2,783,589)		-2.79%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032.0		56,249,046		123.09%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580.0		199,646,088		230.81%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551.0		158,263,770		291.87%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,612.5		13,140,192		6.09%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238.0		34,011,334		121.95%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,405.5		127,350,818		42.64%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077.0		13,805,518		126.28%

				卸売業 集計								839,610,314		1,439,293,491						599,683,177

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550.0		69,670,130		53.74%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027.0		178,153,044		120.06%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362.0		106,412,708		66.07%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640.0		214,270,579		115.54%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778.0		474,870,000		1886.65%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725.0		58,297,800		173.81%

				小売業 集計								683,259,840		1,784,934,101						1,101,674,261

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189.0		(3,876,680)		-5.57%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681.0		(14,936,930)		-4.98%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410.0		8,775,413		8.79%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		426		699.7		1,104,527,352		64.12%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860.0		62,316,294		164.86%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441.0		30,502,000		10.45%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300.0		43,246,400		22.40%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382.0		159,856,636		80.70%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347.0		115,304,084		28.04%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485.0		(73,009,000)		-10.21%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419.0		30,310,610		7.38%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154.0		97,114		2.41%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498.0		(2,169,000)		-0.66%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331.0		50,917,000		21.69%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390.0		32,234,000		26.49%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444.0		(10,104,000)		-3.55%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811.0		141,207,500		47.59%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435.0		147,060,000		64.77%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305.0		(10,613,000)		-4.16%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204.0		2,629,557		2.64%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207.0		67,600,000		22.95%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215.0		80,125,500		57.52%

				銀行業 集計								6,735,893,100		8,697,893,950						1,962,000,850

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		677.9		475,348,420		175.92%

				証券・商品先物取引業 集計								270,210,067		745,558,487						475,348,420

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540.0		130,082,177		122.45%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789.0		7,387,397		7.39%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696.0		426,204,747		249.84%

				保険業 集計								376,777,775		940,452,096						563,674,321

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484.0		22,439,857		40.83%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,647.5		194,764,508		839.51%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555.0		137,770,341		513.25%

				その他金融業 集計								105,006,728		459,981,434						354,974,706

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914.0		16,090,865		32.33%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030.0		70,872,813		303.66%

				不動産業 集計								73,105,022		160,068,700						86,963,678

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856.0		(4,169,906)		-4.18%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969.0		799,908,036		2352.67%

				サービス業 集計								133,753,906		929,492,036						795,738,130

				総計								25,010,351,344		48,291,252,394						23,280,901,050
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		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154.0		97,114		2.41%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189.0		(3,876,680)		-5.57%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193.0		61,278,934		259.55%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204.0		2,629,557		2.64%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241.4		(12,908,486)		-4.96%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268.0		84,672,708		558.07%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279.0		(2,783,589)		-2.79%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305.0		(10,613,000)		-4.16%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331.0		50,917,000		21.69%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338.0		(3,179,547)		-3.18%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347.0		115,304,084		28.04%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351.0		11,538,000		191.92%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382.0		159,856,636		80.70%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410.0		8,775,413		8.79%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419.0		30,310,610		7.38%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423.0		19,839,660		19.87%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435.0		147,060,000		64.77%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441.0		30,502,000		10.45%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444.0		(10,104,000)		-3.55%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		446.6		72,166,294		386.47%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452.0		66,696,096		318.52%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484.0		22,439,857		40.83%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485.0		(73,009,000)		-10.21%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498.0		(2,169,000)		-0.66%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		506.6		97,797,928		41.20%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521.0		138,417,417		183.59%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		546.7		49,275,229		19.73%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554.0		160,243,420		78.53%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555.0		137,770,341		513.25%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572.0		171,598,536		147.11%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		602.5		560,256,787		953.69%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612.0		72,212,169		72.39%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643.0		84,214,522		144.26%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670.0		89,016,354		89.08%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675.0		81,819,592		82.02%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		677.9		475,348,420		175.92%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681.0		(14,936,930)		-4.98%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		426		699.7		1,104,527,352		64.12%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732.0		(18,701,600)		-34.64%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811.0		141,207,500		47.59%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861.4		114,571,876		156.37%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902.0		32,812,008		35.11%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987.0		53,319,664		149.87%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998.0		153,400,000		332.03%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027.0		178,153,044		120.06%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032.0		56,249,046		123.09%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,073.5		22,625,997		11.59%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077.0		13,805,518		126.28%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200.0		73,676,992		35.26%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207.0		67,600,000		22.95%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238.0		34,011,334		121.95%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270.0		99,762,167		963.59%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300.0		78,623,279		51.53%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302.0		2,026,114,113		583.50%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374.0		34,737,738		40.96%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393.0		85,927,248		165.31%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466.0		133,148,691		63.22%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480.0		17,774,452		38.75%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508.0		1,499,876,184		77.51%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549.0		177,606,839		118.52%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551.0		158,263,770		291.87%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580.0		199,646,088		230.81%

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,583.5		20,765,854		20.85%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592.0		(2,439,644)		-2.86%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597.0		130,028,586		210.48%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,612.5		13,140,192		6.09%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,647.5		194,764,508		839.51%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661.0		183,019,724		183.09%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690.0		78,493,393		95.07%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725.0		58,297,800		173.81%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787.0		190,288,244		253.44%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789.0		7,387,397		7.39%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831.0		100,928,476		67.00%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846.0		27,312,731		138.74%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856.0		(4,169,906)		-4.18%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,908.5		233,722,993		157.85%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950.0		14,700,000		168.97%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985.0		23,017,500		64.05%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002.0		26,800,000		36.56%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030.0		70,872,813		303.66%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052.0		270,533,040		190.63%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086.0		46,544,012		46.79%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099.0		101,227,269		118.48%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,100.5		110,487,558		106.48%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179.0		145,801,459		108.87%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192.0		20,648,640		-

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,196.5		126,126,000		216.04%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319.0		16,097,247		16.12%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,332.5		126,428,500		74.46%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372.0		125,278,651		237.91%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375.0		179,499,382		186.98%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,405.5		127,350,818		42.64%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408.0		66,494,724		68.04%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428.0		95,528,636		84.69%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507.0		43,584,652		29.97%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565.0		407,351,850		457.26%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,592.5		104,915,152		66.42%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605.0		21,557,166		12.99%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663.0		166,258,170		132.39%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693.0		13,840,000		42.26%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775.0		72,746,978		44.72%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778.0		474,870,000		1886.65%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825.0		53,394,270		53.39%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872.0		31,389,380		35.63%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,901.5		99,016,812		163.49%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914.0		16,090,865		32.33%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918.0		60,779,748		76.66%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922.0		653,862,905		276.17%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155.0		159,781,824		233.86%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165.0		122,523,612		141.86%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175.0		119,218,042		119.39%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196.0		43,890,332		43.92%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215.0		80,125,500		57.52%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240.0		138,399,181		213.75%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300.0		43,246,400		22.40%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325.0		315,858,866		316.60%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351.0		35,292,158		19.16%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370.0		74,685,207		734.51%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390.0		32,234,000		26.49%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471.0		25,275,954		7.33%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526.0		85,152,059		67.74%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540.0		130,082,177		122.45%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590.0		165,344,753		165.42%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618.0		23,313,797		13.47%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860.0		62,316,294		164.86%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870.0		84,866,205		85.43%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900.0		128,637,402		156.95%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065.0		140,734,191		143.19%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208.0		64,512,527		64.77%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362.0		106,412,708		66.07%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503.0		92,099,509		30.87%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696.0		426,204,747		249.84%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735.0		243,412,532		259.72%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752.0		230,866,440		142.82%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865.0		59,565,213		99.09%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885.0		120,975,086		121.18%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897.0		167,028,142		135.93%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220.0		124,731,195		138.08%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229.0		(12,457,364)		-7.28%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356.0		203,842,149		204.16%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470.0		96,556,911		49.24%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530.0		368,017,401		174.90%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590.0		3,439,800		7.34%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748.0		419,589,525		429.33%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764.0		81,526,907		76.22%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790.0		(1,543,720)		-1.87%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020.0		(7,534,400)		-15.17%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042.0		489,773,081		161.48%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104.0		175,989,060		124.45%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170.0		130,709,396		151.15%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202.0		29,649,644		48.69%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640.0		214,270,579		115.54%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550.0		69,670,130		53.74%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969.0		799,908,036		2352.67%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190.0		4,698,558		5.61%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602.0		147,971,176		148.32%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860.0		156,844,148		327.98%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040.0		41,943,000		60.57%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644.0		121,835,039		89.81%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694.0		874,600,000		82.18%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595.0		300,879,807		302.05%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710.0		70,002,495		76.25%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835.0		(1,522,466)		-1.66%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140.0		183,311,914		124.84%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820.0		889,540		1.01%
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		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485.0		(73,009,000)		-10.21%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732.0		(18,701,600)		-34.64%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681.0		(14,936,930)		-4.98%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241.4		(12,908,486)		-4.96%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229.0		(12,457,364)		-7.28%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305.0		(10,613,000)		-4.16%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444.0		(10,104,000)		-3.55%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020.0		(7,534,400)		-15.17%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856.0		(4,169,906)		-4.18%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189.0		(3,876,680)		-5.57%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338.0		(3,179,547)		-3.18%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279.0		(2,783,589)		-2.79%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592.0		(2,439,644)		-2.86%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498.0		(2,169,000)		-0.66%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790.0		(1,543,720)		-1.87%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835.0		(1,522,466)		-1.66%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154.0		97,114		2.41%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820.0		889,540		1.01%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204.0		2,629,557		2.64%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590.0		3,439,800		7.34%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190.0		4,698,558		5.61%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789.0		7,387,397		7.39%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410.0		8,775,413		8.79%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351.0		11,538,000		191.92%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,612.5		13,140,192		6.09%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077.0		13,805,518		126.28%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693.0		13,840,000		42.26%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950.0		14,700,000		168.97%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914.0		16,090,865		32.33%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319.0		16,097,247		16.12%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480.0		17,774,452		38.75%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423.0		19,839,660		19.87%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192.0		20,648,640		-

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,583.5		20,765,854		20.85%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605.0		21,557,166		12.99%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484.0		22,439,857		40.83%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,073.5		22,625,997		11.59%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985.0		23,017,500		64.05%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618.0		23,313,797		13.47%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471.0		25,275,954		7.33%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002.0		26,800,000		36.56%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846.0		27,312,731		138.74%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202.0		29,649,644		48.69%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419.0		30,310,610		7.38%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441.0		30,502,000		10.45%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872.0		31,389,380		35.63%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390.0		32,234,000		26.49%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902.0		32,812,008		35.11%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238.0		34,011,334		121.95%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374.0		34,737,738		40.96%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351.0		35,292,158		19.16%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040.0		41,943,000		60.57%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300.0		43,246,400		22.40%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507.0		43,584,652		29.97%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196.0		43,890,332		43.92%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086.0		46,544,012		46.79%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		546.7		49,275,229		19.73%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331.0		50,917,000		21.69%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987.0		53,319,664		149.87%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825.0		53,394,270		53.39%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032.0		56,249,046		123.09%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725.0		58,297,800		173.81%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865.0		59,565,213		99.09%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918.0		60,779,748		76.66%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193.0		61,278,934		259.55%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860.0		62,316,294		164.86%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208.0		64,512,527		64.77%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408.0		66,494,724		68.04%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452.0		66,696,096		318.52%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207.0		67,600,000		22.95%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550.0		69,670,130		53.74%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710.0		70,002,495		76.25%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030.0		70,872,813		303.66%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		446.6		72,166,294		386.47%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612.0		72,212,169		72.39%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775.0		72,746,978		44.72%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200.0		73,676,992		35.26%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370.0		74,685,207		734.51%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690.0		78,493,393		95.07%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300.0		78,623,279		51.53%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215.0		80,125,500		57.52%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764.0		81,526,907		76.22%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675.0		81,819,592		82.02%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643.0		84,214,522		144.26%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268.0		84,672,708		558.07%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870.0		84,866,205		85.43%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526.0		85,152,059		67.74%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393.0		85,927,248		165.31%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670.0		89,016,354		89.08%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503.0		92,099,509		30.87%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428.0		95,528,636		84.69%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470.0		96,556,911		49.24%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		506.6		97,797,928		41.20%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,901.5		99,016,812		163.49%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270.0		99,762,167		963.59%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831.0		100,928,476		67.00%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099.0		101,227,269		118.48%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,592.5		104,915,152		66.42%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362.0		106,412,708		66.07%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,100.5		110,487,558		106.48%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861.4		114,571,876		156.37%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347.0		115,304,084		28.04%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175.0		119,218,042		119.39%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885.0		120,975,086		121.18%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644.0		121,835,039		89.81%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165.0		122,523,612		141.86%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220.0		124,731,195		138.08%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372.0		125,278,651		237.91%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,196.5		126,126,000		216.04%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,332.5		126,428,500		74.46%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,405.5		127,350,818		42.64%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900.0		128,637,402		156.95%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597.0		130,028,586		210.48%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540.0		130,082,177		122.45%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170.0		130,709,396		151.15%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466.0		133,148,691		63.22%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555.0		137,770,341		513.25%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240.0		138,399,181		213.75%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521.0		138,417,417		183.59%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065.0		140,734,191		143.19%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811.0		141,207,500		47.59%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179.0		145,801,459		108.87%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435.0		147,060,000		64.77%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602.0		147,971,176		148.32%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998.0		153,400,000		332.03%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860.0		156,844,148		327.98%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551.0		158,263,770		291.87%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155.0		159,781,824		233.86%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382.0		159,856,636		80.70%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554.0		160,243,420		78.53%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590.0		165,344,753		165.42%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663.0		166,258,170		132.39%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897.0		167,028,142		135.93%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572.0		171,598,536		147.11%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104.0		175,989,060		124.45%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549.0		177,606,839		118.52%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027.0		178,153,044		120.06%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375.0		179,499,382		186.98%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661.0		183,019,724		183.09%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140.0		183,311,914		124.84%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787.0		190,288,244		253.44%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,647.5		194,764,508		839.51%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580.0		199,646,088		230.81%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356.0		203,842,149		204.16%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640.0		214,270,579		115.54%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752.0		230,866,440		142.82%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,908.5		233,722,993		157.85%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735.0		243,412,532		259.72%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052.0		270,533,040		190.63%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595.0		300,879,807		302.05%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325.0		315,858,866		316.60%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530.0		368,017,401		174.90%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565.0		407,351,850		457.26%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748.0		419,589,525		429.33%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696.0		426,204,747		249.84%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778.0		474,870,000		1886.65%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		677.9		475,348,420		175.92%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042.0		489,773,081		161.48%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		602.5		560,256,787		953.69%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922.0		653,862,905		276.17%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969.0		799,908,036		2352.67%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694.0		874,600,000		82.18%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		426		699.7		1,104,527,352		64.12%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508.0		1,499,876,184		77.51%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302.0		2,026,114,113		583.50%
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		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732.0		(18,701,600)		-34.64%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020.0		(7,534,400)		-15.17%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485.0		(73,009,000)		-10.21%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229.0		(12,457,364)		-7.28%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189.0		(3,876,680)		-5.57%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681.0		(14,936,930)		-4.98%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241.4		(12,908,486)		-4.96%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856.0		(4,169,906)		-4.18%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305.0		(10,613,000)		-4.16%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444.0		(10,104,000)		-3.55%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338.0		(3,179,547)		-3.18%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592.0		(2,439,644)		-2.86%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279.0		(2,783,589)		-2.79%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790.0		(1,543,720)		-1.87%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835.0		(1,522,466)		-1.66%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498.0		(2,169,000)		-0.66%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820.0		889,540		1.01%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154.0		97,114		2.41%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204.0		2,629,557		2.64%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190.0		4,698,558		5.61%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,612.5		13,140,192		6.09%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471.0		25,275,954		7.33%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590.0		3,439,800		7.34%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419.0		30,310,610		7.38%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789.0		7,387,397		7.39%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410.0		8,775,413		8.79%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441.0		30,502,000		10.45%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,073.5		22,625,997		11.59%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605.0		21,557,166		12.99%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618.0		23,313,797		13.47%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319.0		16,097,247		16.12%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351.0		35,292,158		19.16%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		546.7		49,275,229		19.73%

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423.0		19,839,660		19.87%

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,583.5		20,765,854		20.85%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331.0		50,917,000		21.69%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300.0		43,246,400		22.40%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207.0		67,600,000		22.95%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390.0		32,234,000		26.49%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347.0		115,304,084		28.04%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507.0		43,584,652		29.97%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503.0		92,099,509		30.87%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914.0		16,090,865		32.33%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902.0		32,812,008		35.11%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200.0		73,676,992		35.26%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872.0		31,389,380		35.63%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002.0		26,800,000		36.56%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480.0		17,774,452		38.75%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484.0		22,439,857		40.83%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374.0		34,737,738		40.96%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		506.6		97,797,928		41.20%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693.0		13,840,000		42.26%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,405.5		127,350,818		42.64%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196.0		43,890,332		43.92%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775.0		72,746,978		44.72%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086.0		46,544,012		46.79%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811.0		141,207,500		47.59%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202.0		29,649,644		48.69%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470.0		96,556,911		49.24%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300.0		78,623,279		51.53%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825.0		53,394,270		53.39%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550.0		69,670,130		53.74%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215.0		80,125,500		57.52%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040.0		41,943,000		60.57%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466.0		133,148,691		63.22%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985.0		23,017,500		64.05%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		4,040,310		1,722,477,555		2,827,004,907		426		699.7		1,104,527,352		64.12%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208.0		64,512,527		64.77%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435.0		147,060,000		64.77%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362.0		106,412,708		66.07%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,592.5		104,915,152		66.42%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831.0		100,928,476		67.00%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526.0		85,152,059		67.74%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408.0		66,494,724		68.04%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612.0		72,212,169		72.39%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,332.5		126,428,500		74.46%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764.0		81,526,907		76.22%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710.0		70,002,495		76.25%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918.0		60,779,748		76.66%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508.0		1,499,876,184		77.51%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554.0		160,243,420		78.53%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382.0		159,856,636		80.70%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675.0		81,819,592		82.02%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694.0		874,600,000		82.18%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428.0		95,528,636		84.69%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870.0		84,866,205		85.43%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670.0		89,016,354		89.08%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644.0		121,835,039		89.81%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690.0		78,493,393		95.07%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865.0		59,565,213		99.09%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,100.5		110,487,558		106.48%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179.0		145,801,459		108.87%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640.0		214,270,579		115.54%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099.0		101,227,269		118.48%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549.0		177,606,839		118.52%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175.0		119,218,042		119.39%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027.0		178,153,044		120.06%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885.0		120,975,086		121.18%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238.0		34,011,334		121.95%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540.0		130,082,177		122.45%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032.0		56,249,046		123.09%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104.0		175,989,060		124.45%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140.0		183,311,914		124.84%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077.0		13,805,518		126.28%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663.0		166,258,170		132.39%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897.0		167,028,142		135.93%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220.0		124,731,195		138.08%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846.0		27,312,731		138.74%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165.0		122,523,612		141.86%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752.0		230,866,440		142.82%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065.0		140,734,191		143.19%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643.0		84,214,522		144.26%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572.0		171,598,536		147.11%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602.0		147,971,176		148.32%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987.0		53,319,664		149.87%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170.0		130,709,396		151.15%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861.4		114,571,876		156.37%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900.0		128,637,402		156.95%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,908.5		233,722,993		157.85%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042.0		489,773,081		161.48%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,901.5		99,016,812		163.49%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860.0		62,316,294		164.86%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393.0		85,927,248		165.31%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590.0		165,344,753		165.42%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950.0		14,700,000		168.97%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725.0		58,297,800		173.81%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530.0		368,017,401		174.90%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		677.9		475,348,420		175.92%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661.0		183,019,724		183.09%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521.0		138,417,417		183.59%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375.0		179,499,382		186.98%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052.0		270,533,040		190.63%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50000		6012000		17550000		120		351.0		11,538,000		191.92%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356.0		203,842,149		204.16%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597.0		130,028,586		210.48%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240.0		138,399,181		213.75%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,196.5		126,126,000		216.04%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580.0		199,646,088		230.81%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155.0		159,781,824		233.86%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372.0		125,278,651		237.91%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696.0		426,204,747		249.84%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787.0		190,288,244		253.44%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193.0		61,278,934		259.55%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735.0		243,412,532		259.72%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922.0		653,862,905		276.17%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551.0		158,263,770		291.87%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37800		99611193		400491000		2,635		10,595.0		300,879,807		302.05%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030.0		70,872,813		303.66%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325.0		315,858,866		316.60%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452.0		66,696,096		318.52%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860.0		156,844,148		327.98%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998.0		153,400,000		332.03%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		446.6		72,166,294		386.47%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748.0		419,589,525		429.33%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565.0		407,351,850		457.26%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555.0		137,770,341		513.25%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268.0		84,672,708		558.07%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302.0		2,026,114,113		583.50%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370.0		74,685,207		734.51%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,647.5		194,764,508		839.51%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		602.5		560,256,787		953.69%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270.0		99,762,167		963.59%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778.0		474,870,000		1886.65%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969.0		799,908,036		2352.67%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192.0		20,648,640		-
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		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		市場金融部		1,616,200		689,023,422		1,130,855,140		426		700		441,831,718		64.12%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304,800		236,762,695		890,625,600		777		2,922		653,862,905		276.17%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		603		560,256,787		953.69%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042		489,773,081		161.48%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748		419,589,525		429.33%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565		407,351,850		457.26%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530		368,017,401		174.90%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325		315,858,866		316.60%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595		300,879,807		302.05%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052		270,533,040		190.63%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752		230,866,440		142.82%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640		214,270,579		115.54%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356		203,842,149		204.16%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580		199,646,088		230.81%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787		190,288,244		253.44%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140		183,311,914		124.84%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661		183,019,724		183.09%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375		179,499,382		186.98%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549		177,606,839		118.52%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104		175,989,060		124.45%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572		171,598,536		147.11%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897		167,028,142		135.93%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590		165,344,753		165.42%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155		159,781,824		233.86%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860		156,844,148		327.98%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998		153,400,000		332.03%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602		147,971,176		148.32%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179		145,801,459		108.87%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065		140,734,191		143.19%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521		138,417,417		183.59%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240		138,399,181		213.75%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466		133,148,691		63.22%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170		130,709,396		151.15%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597		130,028,586		210.48%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3900		128,637,402		156.95%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,406		127,350,818		42.64%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,333		126,428,500		74.46%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,197		126,126,000		216.04%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75015		52656929		177935580		702		2372		125278651		2.3791484498

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220		124,731,195		138.08%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165		122,523,612		141.86%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644		121,835,039		89.81%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885		120,975,086		121.18%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3175		119,218,042		119.39%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861		114,571,876		156.37%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,101		110,487,558		106.48%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362		106,412,708		66.07%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,593		104,915,152		66.42%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099		101,227,269		118.48%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831		100,928,476		67.00%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270		99,762,167		963.59%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,902		99,016,812		163.49%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		507		97,797,928		41.20%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53,500		196,088,089		292,645,000		3,665		5,470		96,556,911		49.24%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428		95,528,636		84.69%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503		92,099,509		30.87%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670		89,016,354		89.08%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59800		125702741		210854800		2,102		3526		85152059		0.6774081323

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870		84,866,205		85.43%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643		84,214,522		144.26%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675		81,819,592		82.02%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764		81,526,907		76.22%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300		78,623,279		51.53%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690		78,493,393		95.07%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200		73,676,992		35.26%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775		72,746,978		44.72%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612		72,212,169		72.39%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		447		72,166,294		386.47%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030		70,872,813		303.66%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710		70,002,495		76.25%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26400		129649870		199320000		4,911		7550		69670130		0.5373713834

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408		66,494,724		68.04%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208		64,512,527		64.77%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193		61,278,934		259.55%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918		60,779,748		76.66%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865		59,565,213		99.09%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825		53,394,270		53.39%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987		53,319,664		149.87%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		547		49,275,229		19.73%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086		46,544,012		46.79%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196		43,890,332		43.92%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507		43,584,652		29.97%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040		41,943,000		60.57%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351		35,292,158		19.16%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374		34,737,738		40.96%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902		32,812,008		35.11%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872		31,389,380		35.63%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202		29,649,644		48.69%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846		27,312,731		138.74%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471		25,275,954		7.33%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618		23,313,797		13.47%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985		23,017,500		64.05%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203000		195294503		217920500		962		1073.5		22625997		0.1158557801

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,584		20,765,854		20.85%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192		20,648,640		-

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423		19,839,660		19.87%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480		17,774,452		38.75%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319		16,097,247		16.12%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914		16,090,865		32.33%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693		13,840,000		42.26%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077		13,805,518		126.28%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,613		13,140,192		6.09%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410		8,775,413		8.79%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789		7,387,397		7.39%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190		4,698,558		5.61%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590		3,439,800		7.34%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204		2,629,557		2.64%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820		889,540		1.01%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5700		91781966		90259500		16,102		15835		-1522466		-0.0165878556

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790		(1,543,720)		-1.87%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592		(2,439,644)		-2.86%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279		(2,783,589)		-2.79%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338		(3,179,547)		-3.18%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856		(4,169,906)		-4.18%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7000		49674400		42140000		7,096		6020		-7534400		-0.1516757122

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229		(12,457,364)		-7.28%

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		678		475,348,420		175.92%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		2,424,110		1,033,454,133		1,696,149,767		426		700		662,695,634		64.12%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382		159,856,636		80.70%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435		147,060,000		64.77%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811		141,207,500		47.59%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1517159		411150089		526454173		271		347		115304084		0.2804428044

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215		80,125,500		57.52%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207		67,600,000		22.95%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860		62,316,294		164.86%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331		50,917,000		21.69%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300		43,246,400		22.40%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390		32,234,000		26.49%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441		30,502,000		10.45%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419		30,310,610		7.38%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154		97,114		2.41%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498		(2,169,000)		-0.66%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189		(3,876,680)		-5.57%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444		(10,104,000)		-3.55%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305		(10,613,000)		-4.16%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681		(14,936,930)		-4.98%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485		(73,009,000)		-10.21%

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302		2,026,114,113		583.50%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508		1,499,876,184		77.51%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694		874,600,000		82.18%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969		799,908,036		2352.67%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778		474,870,000		1886.65%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696		426,204,747		249.84%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735		243,412,532		259.72%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,909		233,722,993		157.85%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,648		194,764,508		839.51%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027		178,153,044		120.06%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663		166,258,170		132.39%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554		160,243,420		78.53%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551		158,263,770		291.87%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555		137,770,341		513.25%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540		130,082,177		122.45%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393		85,927,248		165.31%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268		84,672,708		558.07%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370		74,685,207		734.51%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452		66,696,096		318.52%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725		58,297,800		173.81%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032		56,249,046		123.09%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238		34,011,334		121.95%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002		26,800,000		36.56%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484		22,439,857		40.83%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605		21,557,166		12.99%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12000		8700000		23400000		725		1950		14700000		1.6896551724

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351		11,538,000		191.92%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241		(12,908,486)		-4.96%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732		(18,701,600)		-34.64%



２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



所管部別合計行

						合計 ゴウケイ		－		－		要変更 ヨウヘンコウ		要変更 ヨウヘンコウ		－		－		要変更 ヨウヘンコウ		0.00%



&C純投資（市場金融部所管）

&C&P/&N



市場金融部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		市場金融部		1,616,200		689,023,422		1,130,855,140		426		699.7		441,831,718		64.12%

		1094330		情報・通信業		ＫＤＤＩ		市場金融部		304800		236762695		890625600		777		2,922.0		653862905		276.17%

		1065010		電気機器		日立製作所		市場金融部		1,027,391		58,746,290		619,003,077		57		602.5		560,256,787		953.69%

		1072030		輸送用機器		トヨタ自動車		市場金融部		131,261		303,305,881		793,078,962		2,311		6,042.0		489,773,081		161.48%

		1045070		医薬品		塩野義製薬		市場金融部		90,000		97,730,475		517,320,000		1,086		5,748.0		419,589,525		429.33%

		1054010		鉄鋼		新日鉄住金		市場金融部		193,543		89,085,945		496,437,795		460		2,565.0		407,351,850		457.26%

		1062010		輸送用機器		豊田自動織機製作所		市場金融部		104,600		210,420,599		578,438,000		2,012		5,530.0		368,017,401		174.90%

		1028010		食料品		キッコーマン		市場金融部		125,000		99,766,134		415,625,000		798		3,325.0		315,858,866		316.60%

		1065940		電気機器		日本電産		市場金融部		37,800		99,611,193		400,491,000		2,635		10,595.0		300,879,807		302.05%

		1040880		化学		エア・ウオーター		市場金融部		201,000		141,918,960		412,452,000		706		2,052.0		270,533,040		190.63%

		1094320		情報・通信業		日本電信電話		市場金融部		82,600		161,648,760		392,515,200		1,957		4,752.0		230,866,440		142.82%

		1080280		小売業		ユニー・ファミリーマートＨＤ		市場金融部		60,200		185,457,421		399,728,000		3,081		6,640.0		214,270,579		115.54%

		1077410		精密機器		ＨＯＹＡ		市場金融部		56,700		99,843,051		303,685,200		1,761		5,356.0		203,842,149		204.16%

		1080010		卸売業		伊藤忠商事		市場金融部		181,103		86,496,652		286,142,740		478		1,580.0		199,646,088		230.81%

		1060050		機械		三浦工業		市場金融部		148,500		75,081,256		265,369,500		506		1,787.0		190,288,244		253.44%

		1090220		陸運業		東海旅客鉄道		市場金融部		18,200		146,836,086		330,148,000		8,068		18,140.0		183,311,914		124.84%

		1020020		食料品		日清製粉グループ		市場金融部		170,368		99,961,524		282,981,248		587		1,661.0		183,019,724		183.09%

		1090720		陸運業		ニッコンホールディングス		市場金融部		116,000		96,000,618		275,500,000		828		2,375.0		179,499,382		186.98%

		1069520		電気機器		カシオ計算機		市場金融部		211,400		149,851,761		327,458,600		709		1,549.0		177,606,839		118.52%

		1044520		化学		花王		市場金融部		52,000		141,418,940		317,408,000		2,720		6,104.0		175,989,060		124.45%

		1090620		陸運業		日本通運		市場金融部		503,920		116,643,704		288,242,240		231		572.0		171,598,536		147.11%

		1069020		輸送用機器		デンソー		市場金融部		59,200		122,874,258		289,902,400		2,076		4,897.0		167,028,142		135.93%

		1025790		食料品		コカ・コーラウエスト		市場金融部		73,900		99,956,247		265,301,000		1,353		3,590.0		165,344,753		165.42%

		1028090		食料品		キューピー		市場金融部		72,300		68,324,676		228,106,500		945		3,155.0		159,781,824		233.86%

		1059470		金属製品		リンナイ		市場金融部		23,100		47,821,852		204,666,000		2,070		8,860.0		156,844,148		327.98%

		1018030		建設業		清水建設		市場金融部		200,000		46,200,000		199,600,000		231		998.0		153,400,000		332.03%

		1069880		電気機器		日東電工		市場金融部		28,800		99,766,424		247,737,600		3,464		8,602.0		147,971,176		148.32%

		1051010		ゴム製品		横浜ゴム		市場金融部		128,375		133,927,666		279,729,125		1,043		2,179.0		145,801,459		108.87%

		1025930		食料品		伊藤園		市場金融部		58,800		98,287,809		239,022,000		1,672		4,065.0		140,734,191		143.19%

		1038610		パルプ・紙		王子ホールディングス		市場金融部		410,385		75,393,168		213,810,585		184		521.0		138,417,417		183.59%

		1040210		化学		日産化学工業		市場金融部		62,700		64,748,819		203,148,000		1,033		3,240.0		138,399,181		213.75%

		1045030		医薬品		アステラス製薬		市場金融部		234,500		210,628,309		343,777,000		898		1,466.0		133,148,691		63.22%

		1028970		食料品		日清食品ＨＤ		市場金融部		35,200		86,474,604		217,184,000		2,457		6,170.0		130,709,396		151.15%

		1065030		電気機器		三菱電機		市場金融部		120,104		61,777,502		191,806,088		514		1,597.0		130,028,586		210.48%

		1065860		機械		マキタ		市場金融部		54,000		81,962,598		210,600,000		1,518		3,900.0		128,637,402		156.95%

		1080580		卸売業		三菱商事		市場金融部		177,100		298,663,232		426,014,050		1,686		2,405.5		127,350,818		42.64%

		1090640		陸運業		ヤマトホールディングス		市場金融部		127,000		169,799,000		296,227,500		1,337		2,332.5		126,428,500		74.46%

		1028020		食料品		味の素		市場金融部		84,000		58,380,000		184,506,000		695		2,196.5		126,126,000		216.04%

		1062870		機械		サトーＨＤ		市場金融部		75,015		52,656,929		177,935,580		702		2,372.0		125,278,651		237.91%

		1049170		化学		マンダム		市場金融部		41,200		90,332,805		215,064,000		2,193		5,220.0		124,731,195		138.08%

		1054630		鉄鋼		丸一鋼管		市場金融部		66,000		86,366,388		208,890,000		1,309		3,165.0		122,523,612		141.86%

		1040630		化学		信越化学工業		市場金融部		26,700		135,659,761		257,494,800		5,081		9,644.0		121,835,039		89.81%

		1066450		電気機器		オムロン		市場金融部		45,200		99,826,914		220,802,000		2,209		4,885.0		120,975,086		121.18%

		1069230		電気機器		スタンレー電気		市場金融部		69,000		99,856,958		219,075,000		1,447		3,175.0		119,218,042		119.39%

		1053010		ガラス・土石製品		東海カーボン		市場金融部		409,159		82,405,440		198,442,115		201		485.0		116,036,675		140.81%

		1041880		化学		三菱ケミカルＨＬＤＳ		市場金融部		218,066		73,270,176		187,842,052		336		861.4		114,571,876		156.37%

		1025030		食料品		キリンＨＤ		市場金融部		102,000		103,763,442		214,251,000		1,017		2,100.5		110,487,558		106.48%

		1033820		小売業		セブン＆アイＨＬＤ		市場金融部		61,319		161,060,770		267,473,478		2,627		4,362.0		106,412,708		66.07%

		1094370		情報・通信業		ＮＴＴドコモ		市場金融部		101,400		157,964,348		262,879,500		1,558		2,592.5		104,915,152		66.42%

		1034010		繊維製品		帝人		市場金融部		88,932		85,440,999		186,668,268		961		2,099.0		101,227,269		118.48%

		1019280		建設業		積水ハウス		市場金融部		137,396		150,643,600		251,572,076		1,096		1,831.0		100,928,476		67.00%

		1040450		化学		東亜合成		市場金融部		86,705		10,353,183		110,115,350		119		1,270.0		99,762,167		963.59%

		1063010		機械		コマツ		市場金融部		55,000		60,565,688		159,582,500		1,101		2,901.5		99,016,812		163.49%

		1095310		電気・ガス業		東京ガス		市場金融部		661,558		237,347,354		335,145,282		359		506.6		97,797,928		41.20%

		1072590		輸送用機器		アイシン精機		市場金融部		53500		196088089		292645000		3,665		5,470.0		96556911		49.24%

		1028100		食料品		ハウス食品Ｇ本社		市場金融部		85,800		112,793,764		208,322,400		1,315		2,428.0		95,528,636		84.69%

		1051080		ゴム製品		ブリヂストン		市場金融部		86,700		298,310,591		390,410,100		3,441		4,503.0		92,099,509		30.87%

		1042030		化学		住友ベークライト		市場金融部		282,000		99,923,646		188,940,000		354		670.0		89,016,354		89.08%

		1092010		空運業		日本航空		市場金融部		59,800		125,702,741		210,854,800		2,102		3,526.0		85,152,059		67.74%

		1050190		石油・石炭製品		出光興産		市場金融部		47,600		99,345,795		184,212,000		2,087		3,870.0		84,866,205		85.43%

		1039410		パルプ・紙		レンゴー		市場金融部		221,760		58,377,158		142,591,680		263		643.0		84,214,522		144.26%

		1090650		陸運業		山九		市場金融部		269,000		99,755,408		181,575,000		371		675.0		81,819,592		82.02%

		1045230		医薬品		エーザイ		市場金融部		32,700		106,955,893		188,482,800		3,271		5,764.0		81,526,907		76.22%

		1050120		石油・石炭製品		東燃ゼネラル石油		市場金融部		177,847		152,577,821		231,201,100		858		1,300.0		78,623,279		51.53%

		1019110		建設業		住友林業		市場金融部		95,300		82,563,607		161,057,000		866		1,690.0		78,493,393		95.07%

		1079120		その他製品		大日本印刷		市場金融部		235,537		208,967,408		282,644,400		887		1,200.0		73,676,992		35.26%

		1063050		機械		日立建機		市場金融部		84,841		162,686,797		235,433,775		1,918		2,775.0		72,746,978		44.72%

		1093030		倉庫・運輸関連業		住友倉庫		市場金融部		281,000		99,759,831		171,972,000		355		612.0		72,212,169		72.39%

		1070110		機械		三菱重工業		市場金融部		203,402		18,673,039		90,839,333		92		446.6		72,166,294		386.47%

		1088020		不動産業		三菱地所		市場金融部		46,410		23,339,487		94,212,300		503		2,030.0		70,872,813		303.66%

		1082270		繊維製品		しまむら		市場金融部		11,000		91,807,505		161,810,000		8,346		14,710.0		70,002,495		76.25%

		1026510		小売業		ローソン		市場金融部		26,400		129,649,870		199,320,000		4,911		7,550.0		69,670,130		53.74%

		1078640		その他製品		フジシールインターナショナル		市場金融部		68,200		97,730,876		164,225,600		1,433		2,408.0		66,494,724		68.04%

		1025020		食料品		アサヒグループホールディングス		市場金融部		39,000		99,599,473		164,112,000		2,554		4,208.0		64,512,527		64.77%

		1031010		繊維製品		東洋紡		市場金融部		439,838		23,609,800		84,888,734		54		193.0		61,278,934		259.55%

		1045470		医薬品		キッセイ薬品工業		市場金融部		48,000		79,284,252		140,064,000		1,652		2,918.0		60,779,748		76.66%

		1046260		化学		太陽ホールディングス		市場金融部		24,600		60,113,787		119,679,000		2,444		4,865.0		59,565,213		99.09%

		1059380		金属製品		ＬＩＸＩＬグループ		市場金融部		54,300		100,003,230		153,397,500		1,842		2,825.0		53,394,270		53.39%

		1034020		繊維製品		東レ		市場金融部		90,067		35,576,465		88,896,129		395		987.0		53,319,664		149.87%

		1050200		石油・石炭製品		ＪＸホールディングス		市場金融部		547,051		249,797,552		299,072,781		457		546.7		49,275,229		19.73%

		1045270		医薬品		ロート製薬		市場金融部		70,000		99,475,988		146,020,000		1,421		2,086.0		46,544,012		46.79%

		1019250		建設業		大和ハウス工業		市場金融部		45,000		99,929,668		143,820,000		2,221		3,196.0		43,890,332		43.92%

		1045680		医薬品		第一三共		市場金融部		75,400		145,443,148		189,027,800		1,929		2,507.0		43,584,652		29.97%

		1045810		医薬品		大正製薬ＨＤ		市場金融部		12,300		69,249,000		111,192,000		5,630		9,040.0		41,943,000		60.57%

		1072670		輸送用機器		本田技研工業		市場金融部		65,500		184,198,342		219,490,500		2,812		3,351.0		35,292,158		19.16%

		1035910		繊維製品		ワコール　ＨＤ		市場金融部		87,000		84,800,262		119,538,000		975		1,374.0		34,737,738		40.96%

		1052010		ガラス・土石製品		旭硝子		市場金融部		140,000		93,467,992		126,280,000		668		902.0		32,812,008		35.11%

		1054440		鉄鋼		大和工業		市場金融部		41,600		88,085,820		119,475,200		2,117		2,872.0		31,389,380		35.63%

		1069710		電気機器		京セラ		市場金融部		14,600		60,899,556		90,549,200		4,171		6,202.0		29,649,644		48.69%

		1058020		非鉄金属		住友電気工業		市場金融部		25,460		19,686,429		46,999,160		773		1,846.0		27,312,731		138.74%

		1077510		電気機器		キャノン		市場金融部		106,600		344,732,646		370,008,600		3,234		3,471.0		25,275,954		7.33%

		1029140		食料品		ＪＴ		市場金融部		54,300		173,143,603		196,457,400		3,189		3,618.0		23,313,797		13.47%

		1040040		化学		昭和電工		市場金融部		29,700		35,937,000		58,954,500		1,210		1,985.0		23,017,500		64.05%

		1072010		輸送用機器		日産自動車		市場金融部		203,000		195,294,503		217,920,500		962		1,073.5		22,625,997		11.59%

		1057130		非鉄金属		住友金属鉱山		市場金融部		76,000		99,580,146		120,346,000		1,310		1,583.5		20,765,854		20.85%

		1125930		食料品		伊藤園第１種優先		市場金融部		9,420		0		20,648,640		0		2,192.0		20,648,640		-

		1095320		電気・ガス業		大阪ガス		市場金融部		283,000		99,869,340		119,709,000		353		423.0		19,839,660		19.87%

		1064540		機械		マックス		市場金融部		43,000		45,865,548		63,640,000		1,067		1,480.0		17,774,452		38.75%

		1059490		輸送用機器		ユニプレス		市場金融部		50,000		99,852,753		115,950,000		1,997		2,319.0		16,097,247		16.12%

		1046660		不動産業		パーク２４		市場金融部		22,600		49,765,535		65,856,400		2,202		2,914.0		16,090,865		32.33%

		1063700		機械		栗田工業		市場金融部		17,300		32,748,900		46,588,900		1,893		2,693.0		13,840,000		42.26%

		1080810		卸売業		カナデン		市場金融部		22,969		10,932,095		24,737,613		476		1,077.0		13,805,518		126.28%

		1080310		卸売業		三井物産		市場金融部		142,000		215,834,808		228,975,000		1,520		1,612.5		13,140,192		6.09%

		1083040		銀行業		あおぞら銀行		市場金融部		265,000		99,874,587		108,650,000		377		410.0		8,775,413		8.79%

		1087290		保険業		ソニーＦＨ		市場金融部		60,000		99,952,603		107,340,000		1,666		1,789.0		7,387,397		7.39%

		1077350		精密機器		ＳＣＲＥＥＮホールディングス		市場金融部		10,800		83,753,442		88,452,000		7,755		8,190.0		4,698,558		5.61%

		1079880		輸送用機器		ニフコ		市場金融部		9,000		46,870,200		50,310,000		5,208		5,590.0		3,439,800		7.34%

		1051100		ゴム製品		住友ゴム工業		市場金融部		54,400		99,827,115		103,196,800		1,835		1,897.0		3,369,685		3.38%

		1084110		銀行業		みずほＦＧ		市場金融部		502,000		99,778,443		102,408,000		199		204.0		2,629,557		2.64%

		1069540		電気機器		ファナック		市場金融部		3,900		88,108,460		88,998,000		22,592		22,820.0		889,540		1.01%

		1069810		電気機器		村田製作所		市場金融部		5,700		91,781,966		90,259,500		16,102		15,835.0		(1,522,466)		-1.66%

		1072760		電気機器		小糸製作所		市場金融部		14,000		82,603,720		81,060,000		5,900		5,790.0		(1,543,720)		-1.87%

		1064710		機械		日本精工		市場金融部		52,000		85,223,644		82,784,000		1,639		1,592.0		(2,439,644)		-2.86%

		1027680		卸売業		双日		市場金融部		348,000		99,875,589		97,092,000		287		279.0		(2,783,589)		-2.79%

		1070120		輸送用機器		川崎重工業		市場金融部		286,000		99,847,547		96,668,000		349		338.0		(3,179,547)		-3.18%

		1047320		サービス業		ユー・エス・エス		市場金融部		51,500		99,753,906		95,584,000		1,937		1,856.0		(4,169,906)		-4.18%

		1045550		医薬品		沢井製薬		市場金融部		7,000		49,674,400		42,140,000		7,096		6,020.0		(7,534,400)		-15.17%

		1045020		医薬品		武田薬品工業		市場金融部		30,321		171,005,873		158,548,509		5,640		5,229.0		(12,457,364)		-7.28%

						合計 ゴウケイ		－		－		13,557,830,748		26,624,410,805		－		－		13,066,580,057		96.38%



&C純投資（市場金融部所管）

&C&P/&N

２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



総合企画部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1086010		証券・商品先物取引業		大和証券グループ		総合企画部		1,099,806		270,210,067		745,558,487		246		677.9		475,348,420		175.92%

		1083060		銀行業		三菱ＵＦＪＦＧ		総合企画部		2,424,110		1,033,454,133		1,696,149,767		426		699.7		662,695,634		64.12%

		1083420		銀行業		青森銀行		総合企画部		937,000		198,077,364		357,934,000		211		382.0		159,856,636		80.70%

		1083920		銀行業		大分銀行		総合企画部		860,000		227,040,000		374,100,000		264		435.0		147,060,000		64.77%

		1083690		銀行業		京都銀行		総合企画部		540,000		296,732,500		437,940,000		550		811.0		141,207,500		47.59%

		1083430		銀行業		秋田銀行		総合企画部		1,517,159		411,150,089		526,454,173		271		347.0		115,304,084		28.04%

		1085510		銀行業		北日本銀行		総合企画部		68,250		139,298,250		219,423,750		2,041		3,215.0		80,125,500		57.52%

		1084180		銀行業		山口ＦＧ		総合企画部		300,000		294,500,000		362,100,000		982		1,207.0		67,600,000		22.95%

		1083090		銀行業		三井住友トラストＨＤ		総合企画部		25,937		37,800,526		100,116,820		1,457		3,860.0		62,316,294		164.86%

		1083610		銀行業		大垣共立銀行		総合企画部		863,000		234,736,000		285,653,000		272		331.0		50,917,000		21.69%

		1083360		銀行業		武蔵野銀行		総合企画部		71,600		193,033,600		236,280,000		2,696		3,300.0		43,246,400		22.40%

		1083640		銀行業		清水銀行		総合企画部		45,400		121,672,000		153,906,000		2,680		3,390.0		32,234,000		26.49%

		1083240		銀行業		第四銀行		総合企画部		731,000		291,869,000		322,371,000		399		441.0		30,502,000		10.45%

		1083460		銀行業		東邦銀行		総合企画部		1,052,090		410,515,100		440,825,710		390		419.0		30,310,610		7.38%

		1083490		銀行業		東北銀行		総合企画部		26,800		4,030,086		4,127,200		150		154.0		97,114		2.41%

		1083600		銀行業		山梨中央銀行		総合企画部		656,000		328,857,000		326,688,000		501		498.0		(2,169,000)		-0.66%

		1071610		銀行業		じもとＨＤ		総合企画部		347,880		69,626,000		65,749,320		200		189.0		(3,876,680)		-5.57%

		1083680		銀行業		百五銀行		総合企画部		619,000		284,940,000		274,836,000		460		444.0		(10,104,000)		-3.55%

		1083950		銀行業		佐賀銀行		総合企画部		801,000		254,918,000		244,305,000		318		305.0		(10,613,000)		-4.16%

		1071800		銀行業		九州フィナンシャルグループ		総合企画部		418,470		299,915,000		284,978,070		717		681.0		(14,936,930)		-4.98%

		1083440		銀行業		山形銀行		総合企画部		1,323,800		715,052,000		642,043,000		540		485.0		(73,009,000)		-10.21%

						合計 ゴウケイ		－		－		6,117,426,715		8,101,539,297		－		－		1,984,112,582		32.43%



&C政策投資（総合企画部所管）

&C&P/&N

２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること



法人戦略部

		銘柄コード メイガラ		東証３３業種 トウショウギョウシュ		銘柄略称 メイガラリャクショウ		所管部 ショブ		株数 カブスウ		簿価残高 ボカザンダカ		評価額 ヒョウカガク		簿価単価 ボカタンカ		評価時価 ヒョウカジカ		評価損益 ヒョウカソンエキ		評価損益率 ヒョウカソンエキリツ

		1040910		化学		大陽日酸		法人戦略部		1,822,849		347,235,285		2,373,349,398		190		1,302.0		2,026,114,113		583.50%

		1095060		電気・ガス業		東北電力		法人戦略部		2,277,797		1,935,041,692		3,434,917,876		850		1,508.0		1,499,876,184		77.51%

		1090200		陸運業		東日本旅客鉄道		法人戦略部		200,000		1,064,200,000		1,938,800,000		5,321		9,694.0		874,600,000		82.18%

		1097350		サービス業		セコム		法人戦略部		104,644		34,000,000		833,908,036		325		7,969.0		799,908,036		2352.67%

		2033850		小売業		薬王堂		法人戦略部		180,000		25,170,000		500,040,000		140		2,778.0		474,870,000		1886.65%

		1087660		保険業		東京海上ホールディングス		法人戦略部		127,086		170,591,109		596,795,856		1,342		4,696.0		426,204,747		249.84%

		1040080		化学		住友精化		法人戦略部		71,200		93,719,468		337,132,000		1,316		4,735.0		243,412,532		259.72%

		1054110		鉄鋼		ＪＦＥホールデイングス		法人戦略部		200,047		148,066,706		381,789,699		740		1,908.5		233,722,993		157.85%

		1085910		その他金融業		オリックス		法人戦略部		132,300		23,199,742		217,964,250		175		1,647.5		194,764,508		839.51%

		1030500		小売業		ＤＣＭホールディングス		法人戦略部		317,949		148,380,579		326,533,623		467		1,027.0		178,153,044		120.06%

		1099480		食料品		アークス		法人戦略部		109,590		125,580,000		291,838,170		1,146		2,663.0		166,258,170		132.39%

		1064720		機械		ＮＴＮ		法人戦略部		657,555		204,042,050		364,285,470		310		554.0		160,243,420		78.53%

		1080120		卸売業		長瀬産業		法人戦略部		137,000		54,223,230		212,487,000		396		1,551.0		158,263,770		291.87%

		1085930		その他金融業		三菱ＵＦＪリース		法人戦略部		296,600		26,842,659		164,613,000		91		555.0		137,770,341		513.25%

		1087250		保険業		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスＧ　ＨＤ		法人戦略部		66,756		106,234,063		236,316,240		1,591		3,540.0		130,082,177		122.45%

		1030010		繊維製品		片倉工業		法人戦略部		99,000		51,979,752		137,907,000		525		1,393.0		85,927,248		165.31%

		1067010		電気機器		日本電気		法人戦略部		372,556		15,172,300		99,845,008		41		268.0		84,672,708		558.07%

		1057110		非鉄金属		三菱マテリアル		法人戦略部		25,179		10,168,023		84,853,230		404		3,370.0		74,685,207		734.51%

		1072470		輸送用機器		ミクニ		法人戦略部		193,884		20,939,472		87,635,568		108		452.0		66,696,096		318.52%

		2074500		小売業		サンデー		法人戦略部		53,240		33,541,200		91,839,000		630		1,725.0		58,297,800		173.81%

		1031510		卸売業		バイタルケーエスケーＨＤ		法人戦略部		98,784		45,696,042		101,945,088		463		1,032.0		56,249,046		123.09%

		1080370		卸売業		カメイ		法人戦略部		50,000		27,888,666		61,900,000		558		1,238.0		34,011,334		121.95%

		1038630		パルプ・紙		日本製紙		法人戦略部		50,000		73,300,000		100,100,000		1,466		2,002.0		26,800,000		36.56%

		1085840		その他金融業		ジャックス		法人戦略部		159,926		54,964,327		77,404,184		344		484.0		22,439,857		40.83%

		1095130		電気・ガス業		電源開発		法人戦略部		72,000		166,002,834		187,560,000		2,306		2,605.0		21,557,166		12.99%

		1059940		金属製品		ファインシンター		法人戦略部		12,000		8,700,000		23,400,000		725		1,950.0		14,700,000		168.97%

		1070130		機械		ＩＨＩ		法人戦略部		50,000		6,012,000		17,550,000		120		351.0		11,538,000		191.92%

		1065020		電気機器		東芝		法人戦略部		1,024,483		260,218,682		247,310,196		254		241.4		(12,908,486)		-4.96%

		1038640		パルプ・紙		三菱製紙		法人戦略部		48,200		53,984,000		35,282,400		1,120		732.0		(18,701,600)		-34.64%

						合計 ゴウケイ		－		－		5,335,093,881		13,565,302,292		－		－		8,230,208,411		154.27%



&C政策投資（法人戦略部所管）

&C&P/&N

２００銘柄まで
銘柄が増えた場合は数式を適宜コピーすること
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 実数 
全国比 

（％） 
基準年月 

人口※1 （万人） 125.5 1.0 2017.10.1 

 １５歳未満 （万人） 14.4 0.9 2017.10.1 

 １５～６４歳 （万人） 71.1 0.9 2017.10.1 

 ６５歳以上 （万人） 40.0 1.1 2017.10.1 

県内総生産（名目）  （兆円） 4.6 0.9 ２０１４年度 

一人当たり県民所得  （万円） 271 88.8 ２０１４年度 

事業所数※1 （万事業所） 5.9 1.0 ２０１６年 

従業者数※1 （万人） 53.0 0.9 ２０１６年 

製造品出荷額※1 （兆円） 2.3 0.7 ２０１６年 

卸売業・小売業売上高 （兆円） 3.7 0.6 ２０１６年 

銀行預金等残高※2 （兆円） 5.0 0.6 2017.3.31 
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１．岩手県経済の概要

△ 20,000

△ 16,000

△ 12,000

△ 8,000

△ 4,000

0

4,000

08 10 12 14 16

人

2007年 2012年 2016年

岩手県内人口 136.3万人 130.3万人 126.8万人

構

成

比

0～14歳 13.4％ 12.5％ 11.7％

15～64歳 60.8％ 59.6％ 57.2％

65歳～ 25.8％ 27.9％ 31.1％

自然動態・社会動態別増減状況

自然動態（出生－死亡）

社会動態（転入－転出）

県内人口及び構成比の推移

年

※1速報値

※2整理回収機構、ゆうちょ銀行を除く
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２．岩手県内公示価格年別変動率

住宅地（対前年 変動率）
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商業地(対前年 変動率)
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岩手県の主要経済指標の推移

資料：岩手県調査統計課「岩手県鉱工業生産指数」、岩手県建築住宅課「新設住宅着工戸数」、東日本建設業保証㈱「岩手県内の公共工事の動向」、

東京商工リサーチ「倒産月報」、岩手労働局「岩手県の労働市場」、東北経済産業局「東北地域百貨店・スーパー販売額動向」

2015年 2016年 2017年 17/7～9月 10～12月 18/1月 2月 3月

鉱工業生産指数
（原指数、前年比、％）

０．７ ▲１．６ ４．３ １．９ ４．５ ４．２ ▲４．５ ▲６．９

新設住宅着工戸数
（前年比、％）

▲ ５．３ ▲４．７ ▲５．１ ３．４ １．３ ３７．４ ▲１．４ １０．２

公共工事請負金額
（前年比、％）

▲９．７ １．２ ６．４ ３０．７ ▲２．１ ▲１４．７ ▲１３．０ ▲３４．６

企業倒産件数
（件）

４４ ４５ ４７ １９ ９ ３ ２ ３

有効求人倍率
（倍）

１．１９ １．２８ １．４０ １．４０ １．４３ １．４６ １．４２ １．４５

大型小売店販売額
（全店舗、前年比、％）

０．９ ▲０．１ ▲１．４ ▲０．３ ▲１．５ ▲２．５ ▲３．１ ０．１

３．岩手県経済の動向
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業況判断ＢＳＩの推移
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全産業 製造業 非製造業

景気動向指数（2018年2月）

一致指数は２ヵ月ぶりの下降

– ８指標中、６指標でマイナス。基調判断は「足踏み

を示している」

先行指数は４ヵ月ぶりの下降

– 新規求人数や建設財生産指数の悪化により、前月

を１．６ポイント下回る

景気動向指数（Ｃ．Ｉ）の推移

50
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150

11/1 7 12/1 7 13/1 7 14/1 7 15/1 7 16/1 7 17/1 7 18/1

一致指数

先行指数

業況判断ＢＳＩ（岩手経済研究所、2018年4月調査）

景況感は全体として悪化傾向

– 業況判断ＢＳＩはマイナス１３．３と前回調査（2018

年1月）に比べ０．６ポイント下回った。景況感は

３期（９ヵ月）ぶりに悪化した。

– 県内経済は緩やかな回復の動きが続いているもの

の、非製造業で個人消費を中心に足踏み感がみら

れることや、製造業でマイナス幅が拡大した業種が

みられたことなどから景況感が悪化した。

資料：岩手県調査統計課「岩手県景気動向指数」 資料：（一財）岩手経済研究所｢岩手県内企業景況調査」

予測
2010年＝100
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企業誘致

件数は減少するが、今後の展開に期待

– １７年度は７社を誘致

– 内訳は、製造業が４社、非製造業が３社。製造業で

は半導体関連での大型案件が決まり、今後は関連

分野における企業の集積が期待される。非製造業

では新たな分野となるアグリ関連での誘致があった

生産活動

足元でやや足踏み感

– １８年２月の状況では、電子部品・デバイスは半導

体などがマイナスとなり、３ヵ月連続で前月を下

回って推移

– 輸送機械は、機関部品がプラスとなったほか、完

成車も堅調でプラスに転じている

資料：岩手県調査統計課「岩手県鉱工業生産指数」

鉱工業生産指数の推移（季節調整値）
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資料：岩手県ものづくり自動車関連振興室
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-20.0
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40.0

50.0

60.0

％

年度

着工戸数 前年度比

個人消費

持ち直しの動きに足踏み感

– １７年度の百貨店・スーパー販売額累計は前年比

１．１％減となった。スーパーは同０．３％増と前年

並みを維持したが、百貨店は同５．６％減と前年

を下回った

– 乗用車販売台数では登録車の落ち込みを主因に

弱含みの傾向が続いており、個人消費全体では

持ち直しの動きに足踏み感がみられる

住宅着工

前年並みの水準を維持

– １７年度の新設住宅着工戸数は８，０２４戸で前年比

０．６％の増加。持家では同３．６％減だったが、民間

アパートの着工などで貸家が同６．７％増加した

– １８年度は、災害公営住宅の着工もピークアウトして

いることから、弱含みの動きとなるとみられる
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百貨店 スーパー

資料：東北経済産業局「東北地域百貨店・スーパー販売額動向」 資料：岩手県建築住宅課「新設住宅着工戸数」

百貨店・スーパー販売額の推移
（前年同月比、全店舗ベース）

新設住宅着工戸数の推移
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公共工事請負額の推移（年度累計）

0
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2,000
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億円

-10.0
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60.0

70.0
％

請負額（左目盛） 前年度比（右目盛）
公共工事

災害復旧工事などの影響で前年を上回る

– １７年度の公共工事請負額累計は５，０６３億円（前年比５．１％
増）と、前年を上回った

– 県と市町村において台風１０号関連工事などでそれぞれ前年比
１３．６％増、同９．３％増となったほか、独立行政法人等でも
土地造成工事などで同３．１％増加した

雇 用

１７年度の有効求人倍率は、２６年ぶりに過去最高を更新

– ３月の有効求人倍率は１．４５倍となり、５９ヵ月連続で１．００倍
以上を記録して過去最長を更新

– 人手不足を背景に、今後も有効求人倍率は高水準で推移する
ものとみられる

企業倒産

低水準だが、人手不足の影響には注視

– １７年度の倒産累計件数は４８件（前年比５件増）、負債総額は
６６億円（同１４.０％減）

– 倒産件数は増加したものの、６年連続で４０件台にとどまって
おり、負債総額は平成で２番目の低水準

資料：東日本建設業保証㈱岩手支店「岩手県内の公共工事の動向」
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資料：厚生労働省「一般職業紹介状況」、岩手労働局「岩手県の労働市場」

資料：㈱東京商工リサーチ盛岡支店 年度


Graph1

		11/1		11/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		12/1		12/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		13/1		13/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		14/1		14/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		15/1		15/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		16/1		16/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		17/1		17/1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		18/1		18/1

		2		2

		3		3



岩手

全国

倍

有効求人倍率の推移

0.49

0.6

0.5

0.62

0.46

0.62

0.41

0.62

0.43

0.61

0.47

0.62

0.54

0.64

0.57

0.65

0.61

0.67

0.67

0.69

0.7

0.71

0.73

0.72

0.76

0.74

0.79

0.75

0.83

0.77

0.89

0.79

0.93

0.8

0.93

0.8

0.96

0.81

0.94

0.82

0.93

0.81

0.91

0.82

0.92

0.82

0.94

0.83

0.97

0.84

0.97

0.85

0.98

0.87

0.99

0.88

1.01

0.9

1.03

0.92

1.06

0.94

1.06

0.95

1.06

0.96

1.07

0.99

1.08

1.01

1.09

1.03

1.09

1.04

1.09

1.05

1.08

1.07

1.11

1.08

1.12

1.09

1.08

1.1

1.07

1.1

1.07

1.1

1.07

1.1

1.1

1.1

1.11

1.12

1.14

1.14

1.15

1.14

1.15

1.15

1.16

1.15

1.2

1.17

1.21

1.19

1.21

1.19

1.24

1.21

1.23

1.23

1.21

1.24

1.21

1.24

1.21

1.25

1.2

1.27

1.23

1.29

1.24

1.29

1.24

1.31

1.27

1.33

1.28

1.35

1.29

1.36

1.29

1.37

1.28

1.37

1.29

1.38

1.31

1.4

1.31

1.41

1.34

1.43

1.37

1.43

1.37

1.44

1.38

1.45

1.41

1.47

1.4

1.49

1.4

1.5

1.41

1.51

1.4

1.52

1.4

1.53

1.41

1.55

1.44

1.56

1.44

1.59

1.46

1.59

1.42

1.58

1.45

1.59



Sheet1

				09/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		10/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		11/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		12/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		14/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		15/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		16/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		17/1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		18/1		2		3

		岩手		0.4		0.36		0.36		0.35		0.33		0.32		0.32		0.32		0.34		0.36		0.34		0.35		0.35		0.38		0.39		0.38		0.4		0.41		0.44		0.45		0.47		0.48		0.51		0.49		0.49		0.5		0.46		0.41		0.43		0.47		0.54		0.57		0.61		0.67		0.7		0.73		0.76		0.79		0.83		0.89		0.93		0.93		0.96		0.94		0.93		0.91		0.92		0.94		0.97		0.97		0.98		0.99		1.01		1.03		1.06		1.06		1.06		1.07		1.08		1.09		1.09		1.09		1.08		1.11		1.12		1.08		1.07		1.07		1.07		1.1		1.11		1.14		1.15		1.15		1.16		1.2		1.21		1.21		1.24		1.23		1.21		1.21		1.21		1.2		1.23		1.24		1.24		1.27		1.28		1.29		1.29		1.28		1.29		1.31		1.31		1.34		1.37		1.37		1.38		1.41		1.4		1.4		1.41		1.4		1.4		1.41		1.44		1.44		1.46		1.42		1.45

		全国		0.64		0.57		0.52		0.49		0.46		0.44		0.43		0.42		0.43		0.44		0.44		0.44		0.45		0.46		0.48		0.49		0.5		0.51		0.53		0.54		0.55		0.56		0.58		0.59		0.6		0.62		0.62		0.62		0.61		0.62		0.64		0.65		0.67		0.69		0.71		0.72		0.74		0.75		0.77		0.79		0.8		0.8		0.81		0.82		0.81		0.82		0.82		0.83		0.84		0.85		0.87		0.88		0.9		0.92		0.94		0.95		0.96		0.99		1.01		1.03		1.04		1.05		1.07		1.08		1.09		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.12		1.14		1.14		1.15		1.15		1.17		1.19		1.19		1.21		1.23		1.24		1.24		1.25		1.27		1.29		1.29		1.31		1.33		1.35		1.36		1.37		1.37		1.38		1.4		1.41		1.43		1.43		1.44		1.45		1.47		1.49		1.5		1.51		1.52		1.53		1.55		1.56		1.59		1.59		1.58		1.59







8

４．製造業の状況

 製造品出荷額等の推移

－ 震災の影響により11年は大きく落ち込んだが、その後
は回復基調へ転じ、２兆円を超える水準を維持している
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