
H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

年間発行額 135,532 132,405 182,286 191,615 205,177 220,632 234,147 239,972 237,199 237,428 245,132

年間回収額 135,574 131,889 180,997 192,363 205,047 220,074 233,543 239,171 236,629 236,493 244,197

基準日未使用残高 20,050 20,592 22,647 21,976 22,078 22,710 23,359 24,511 24,997 25,652 26,233
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前払式支払手段の発行額等の推移



前払式支払手段の発行者の推移
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基準日推移

				前払式証票発行者件数・基準日未使用残高等の推移

																(単位：件、億円）

						自家型発行者		第三者型発行者		前払式証票

				基　準　日		　届出件数		登録件数		発行者件数		基準期間発行額		基準期間回収額		基準日未使用残高

						(A)		(B)		(A)+(B)

				平成３年３月末		220		956		1,176		8,118		6,979		10,537

				３年９月末		250		1,671		1,921		8,307		7,426		12,311

				４年３月末		285		1,758		2,043		9,278		8,667		13,014						17,585		16,093		13,014

				４年９月末		291		1,765		2,056		9,345		8,822		12,833

				５年３月末		310		1,783		2,093		10,434		10,063		13,684						19,779		18,885		13,684

				５年９月末		320		1,598		1,918		10,735		10,291		13,768

				６年３月末		322		1,655		1,977		15,295		14,866		14,630						26,030		25,157		14,630

				６年９月末		343		1,661		2,004		19,986		19,598		14,888

				７年３月末		360		1,672		2,032		37,370		36,354		15,928						57,356		55,952		15,928

				７年９月末		363		1,655		2,018		61,822		60,969		16,761

				８年３月末		375		1,657		2,032		81,073		80,264		17,578						142,895		141,233		17,578

				８年９月末		390		1,654		2,044		84,841		85,144		17,286

				９年３月末		395		1,660		2,055		80,758		80,440		17,579						165,599		165,584		17,579

				９年９月末		396		1,632		2,028		79,202		79,002		17,792

				１０年３月末		402		1,648		2,050		79,272		79,335		17,731						158,474		158,337		17,731

				１０年９月末		408		1,650		2,058		81,926		82,223		17,422

				１１年３月末		419		1,655		2,074		78,485		78,345		17,577				H10年度 ネンド		160,411		160,568		17,577

				１１年９月末		426		1,645		2,071		83,895		84,040		17,431

				１２年３月末		422		1,653		2,075		84,444		84,199		17,547				H11年度 ネンド		168,339		168,239		17,547

				12年９月末 ネンツキマツ		423		1,636		2,059		82,691		82,828		17,475

				１３年３月末 １３ネンツキマツ		418		1,611		2,029		74,047		73,775		17,691				H12年度 ネンド		156,738		156,603		17,691

				１３年９月末 １３ネンツキマツ		419		1,574		1,993		66,848		66,907		17,731

				１４年３月末 １３ネンツキマツ		420		1,546		1,966		59,801		59,617		17,886				H13年度 ネンド		126,649		126,524		17,886

				１４年９月末 １３ネンツキマツ		425		1,518		1,943		53,510		53,564		17,808

				１５年３月末		428		1,503		1,931		49,850		49,671		18,028				H14年度 ネンド		103,360		103,235		18,028

				１５年９月末 ネンツキマツ		435		1,480		1,915		46,605		46,644		17,990

				１６年３月末 ネンツキマツ		430		1,465		1,895		46,961		46,607		18,363				H15年度 ネンド		93,566		93,251		18,363

				１６年９月末 ネンツキマツ		435		1,440		1,875		44,251		44,249		18,413

				１７年３月末 ネンツキマツ		434		1,420		1,854		47,360		47,159		18,552				H16年度 ネンド		91,611		91,408		18,552

				１７年９月末 ネンツキマツ		459		1,402		1,861		53,093		53,179		18,569

				１８年３月末 ネンガツマツ		463		1,376		1,839		56,544		56,256		18,955				H17年度 ネンド		109,637		109,435		18,955

				１８年９月末 ネンガツマツ		471		1,339		1,810		60,112		60,137		18,982

				１９年３月末 ネンガツマツ		484		1,315		1,799		64,005		63,614		19,427				H18年度 ネンド		124,117		123,751		19,427

				１９年９月末 ネンガツマツ		504		1,284		1,788		67,115		66,922		19,802

				２０年３月末 ネンガツマツ		510		1,260		1,770		67,637		67,381		20,067				H19年度 ネンド		134,752		134,303		20,067

				２０年９月末 ネンガツマツ		523		1,222		1,745		68,981		69,080		19,965

				２１年３月末 ネンガツマツ		531		1,198		1,729		66,551		66,494		20,050				H20年度 ネンド		135,532		135,574		20,050

				２１年９月末 ネンガツマツ		537		1,161		1,698		66,798		66,945		19,862

				２２年３月末 ネンガツマツ		569		1,133		1,702		65,607		64,944		20,592				H21年度 ネンド		132,405		131,889		20,592

				22年９月末 ネンガツマツ								90,950		90,678		21,262

				23年３月末 ネンガツマツ		689		1,117		1,806		91,336		90,319		22,647				H22年度 ネンド		182,286		180,997		22,647

				23年９月末 ネンガツマツ		697		1,098		1,795		9,388,137		9,780,086		2,189,501

				24年３月末 ネンガツマツ		706		1,084		1,790		9,773,398		9,456,230		2,197,598				H23年度 ネンド		19,161,535		19,236,316		2,197,598		↓　百万円単位 ヒャクマンエンタンイ

				24年9月末 ネンガツマツ		715		1,070		1,785		10,149,190		10,165,231		2,176,826

				25年3月末 ネンガツマツ		732		1,068		1,800		10,368,584		10,339,520		2,207,843				H24年度 ネンド		20,517,774		20,504,751		2,207,843

				25年9月末 ネンガツマツ		749		1,057		1,806		10,851,418		10,850,824		2,213,644

				26年3月末 ネンガツマツ		765		1,050		1,815		11,211,832		11,156,643		2,271,005				H25年度 ネンド		22,063,250		22,007,467		2,271,005

				26年9月末 ネンガツマツ		793		1,032		1,825		11,671,922		11,669,168		2,276,592

				27年3月末 ネンガツマツ		805		1,024		1,829		11,742,865		11,685,223		2,335,940				H26年度 ネンド		23,414,787		23,354,391		2,335,940

				27年9月末 ネンガツマツ		810		1,016		1,826		11,932,696		11,913,772		2,360,345

				28年3月末 ネンガツマツ		828		1,002		1,830		12,064,600		12,003,348		2,451,199				H27年度 ネンド		23,997,296		23,917,120		2,451,199

				28年9月末 ネンガツマツ		854		1,011		1,865		11,817,571		11,838,535		2,432,282

				29年3月末 ネンガツマツ		880		1,000		1,880		11,902,351		11,824,423		2,499,728				H28年度 ネンド		23,719,922		23,662,958		2,499,728

				29年9月末 ネンガツマツ		900		983		1,883		11,971,602		11,957,785		2,520,704

				30年3月末 ネンガツマツ		935		974		1,909		11,771,291		11,691,556		2,565,274				H29年度 ネンド		23,742,893		23,649,341		2,565,274

				30年9月末 ネンガツマツ		949		959		1,908		12,246,672		12,230,480		2,617,368

				31年3月末 ネンガツマツ		966		952		1,918		12,266,533		12,189,308		2,623,339				H30年度 ネンド		24,513,205		24,419,788		2,623,339





経緯

				H20年度		H21年度		H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド

		年間発行額 ネンカンハッコウガク		135,532		132,405		182,286		191,615		205,177		220,632		234,147		239,972		237,199		237,428		245,132

		年間回収額 ネンカンカイシュウガク		135,574		131,889		180,997		192,363		205,047		220,074		233,543		239,171		236,629		236,493		244,197

		基準日未使用残高 キジュンビミシヨウザンダカ		20,050		20,592		22,647		21,976		22,078		22,710		23,359		24,511		24,997		25,652		26,233

				Ｈ20年度		Ｈ21年度		Ｈ22年度		Ｈ23年度		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド

		自家型		531		569		689		706		732		765		805		828		880		935		966

		第三者型		1,198		1,133		1,117		1,084		1,068		1,050		1,024		1,002		1,000		974		952

		合　計		1,729		1,702		1,806		1,790		1,800		1,815		1,829		1,830		1,880		1,909		1,918
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単位：億円

資料提供：金融庁
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