
手形・小切手機能の「全面的な電子化」に関する検討会（第１回）

次 第

 令和３年４月 28日（水）午前 10時～ 

Web会議（Webex） 

１. 手形・小切手機能の「全面的な電子化」に向けた検討について（事務局）

２. 「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」報告書について

（中小企業庁様）

３. 手形機能の「全面的な電子化」に向けた取組みについて（全銀電子債権ネット

ワーク）

４.金融界における自主行動計画の策定について（金融庁様）

５.意見交換

以 上 
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手形・小切手機能の「全面的な電子化」に関する検討会 設置要綱 

１．目的 

産業界・関係省庁と金融業界が連携して手形・小切手機能の「全面的な電

子化」を最終目標とした取組みを強化するために必要な検討を行う。

具体的には、「約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」（以下「自

主行動計画」という。）を策定し、その進捗をフォローアップする。加えて、

支払手段の電子化を推進するため、小切手機能の「全面的な電子化」等に向

けたアクションプランを策定し、その進捗をフォローアップする。

また、自主行動計画等の進捗のフォローアップの一環として、平成 30 年

12 月に取りまとめられた「手形・小切手機能の電子化に関する検討会報告書」

において提言された中間的な目標「全面的な電子化を視野に入れつつ、５年

間で全国手形交換枚数の約６割が電子的な方法に移行すること」のフォロー

アップを行う。

＜自主行動計画等で検討すべき利用者の対応支援に向けた取組課題（例）＞ 

（1）金融機関の取組強化（決済関連手数料の見直し、電子的決済サービス

の普及促進策、手形の利用を廃止する事業者への資金繰り支援、参考

事例の紹介など周知強化策）

（2）官民連携の強化（IT 導入補助金等の有効活用に向けた検討、産業界へ

の働きかけの実施）

２．メンバー 

委員は、金融機関、産業界、学識者、弁護士、関係省庁により構成する。 
オブザーバーとして、必要に応じ委員以外の関連省庁、日本銀行、その他

の金融機関等を招聘する。

３．事務局 

本検討会に係る庶務事務は一般社団法人全国銀行協会が行う。

４．設置期間 

令和３年４月～、本検討会が解散を決議するまでの間

５．その他 

本検討会は非公開とする。

資料および議事要旨を、全銀協ウェブサイトに公表する。

メンバーの了解を得て、本検討会の下部にワーキンググループを設置でき

るものとする。

以 上 



検討会の運営 

検討会の取扱い 

・ 本検討会は一般公開せず、また、セキュリティ上、事前に届出いただいた

方のみが出席・傍聴できるものとします。

議事要旨 

・ 全銀協事務局は、会合終了後、速やかに議事要旨を作成し、出席者に確認

をご依頼します。

・ 確認結果を反映した議事要旨は、配付資料と併せて全銀協ウェブサイトに

公表します。

・ なお、公表する議事要旨には、発言者の所属・氏名は記載しません。

配付資料の取扱い 

・ 配付資料は、原則として、議事要旨と併せて全銀協ウェブサイトに公表し

ます。

成果物の取扱い 

・ 本検討会において取りまとめられた成果物は、全銀協ウェブサイトに掲載

する予定です。

・ また、成果物には、本検討会の委員・オブザーバーの所属・氏名を記載し

ます。

意見募集時の提出方法 

・ ご意見等がありましたら、事務局宛に電子メール（jimu@zenginkyo.or.jp）

にてご提出ください（様式任意）。

・ ご提出いただきました意見の内容の確認のため、ご連絡させていただく場

合があります。

その他 

・ 本検討会は、原則として、ウェブ（Webex）開催とさせていただきます。

・ 代理出席等を希望される場合は、予め全銀協事務局までご相談ください。

・ その他、運営、取扱うテーマの範囲については、公正取引委員会「事業者

団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に従うものとします（同指針に

違反する内容については審議いたしませんので、予めご留意ください）。

以 上 

mailto:jimu@zenginkyo.or.jp


手形・小切手機能の「全面的な電子化」に
向けた検討について

第１回 「手形・小切手機能の『全面的な電子化』に関する検討会」資料

令和3年4月28日
一般社団法人全国銀行協会
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Ⅰ．検討会設置の背景
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Ⅰ-1．手形・小切手機能の電子化に向けたこれまでの経緯等

 「未来投資戦略2017」における手形・小切手の電子化の提言を受け、 「手形・小切手機能の電子化に関する検討会」を

設置。「５年間で全国手形交換枚数の約６割を電子的な方法に移行する」ことを中間的な目標として提言

 同検討会のメンバーには、金融界、産業界、関係省庁等の幅広い分野の関係者を招聘

これまでの経緯 検討会（2017～2018年度）の構成（メンバー22名、オブザーバー５名）

 みずほ銀行
 三菱UFJ銀行
 三井住友銀行
 福岡銀行（地銀）
 京葉銀行（第二地銀）

 三井住友信託銀行
 東京東信用金庫
 大東京信用組合
 労働金庫連合会
 農林中央金庫

 商工組合中央金庫
 日本商工会議所
 全国商工会連合会
 全国中小企業団体中央会
 日本経済団体連合会

 NTTデータ
 日立製作所
 日本ユニシス
 全銀電子債権ネットワーク
 仁科秀隆弁護士

 神作裕之教授（東京大学）
 金融庁
〔オブザーバー〕
 ゆうちょ銀行
 日本銀行

 経済産業省
 中小企業庁
 法務省
〔事務局〕
 全国銀行協会

 政府の「未来投資戦略2017」におけるオールジャパンでの手形・小

切手の電子的な仕組みへの移行のため、金融界、産業界、関係省

庁等の幅広い分野の関係者が協議すべく、以下のメンバーを招聘2017年６月

• 政府の「未来投資戦略2017」における提言

 「オールジャパンでの電子手形・小切手への移行」が記載

 「手形・小切手について、企業・金融機関双方の事務負担を削

減するとともに、ＩＴを活用した金融サービスとの連携を可能と

する観点から、全面的に電子的な仕組みへと移行することに

ついて、官民が連携した検討を推進する」と提言

2017年12月

• 「手形・小切手機能の電子化に関する検討会」の設置

 日本の生産性向上、社会的コストの削減、あるいは人手不足

への更なる対応の観点から、「目標時期を設定して手形・小切

手制度の見直しやその電子化を実現することを検討する」とし

て、検討会を設置

2018年12月

• 「手形・小切手機能の電子化に関する検討会報告書」の公表

 検討会での検討結果を取りまとめ、公表

 全面的に電子的な仕組みに移行した場合（以下「全面的な電

子化」という。）の論点整理、効果・影響の検証を行った結果、

「全面的な電子化を視野に入れつつ、５年間で全国手形交換

枚数（手形・小切手・その他証券の合計）の約６割が電子的な

方法に移行することを中間的な目標として設定し、手形・小切

手機能の電子化をより一層推進すべきである」ことを提言

3
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Ⅰ-２．社会的要請の高まり

 成長戦略会議が取りまとめた「実行計画」（2020年12月公表）において、「産業界および金融界に対し『約束手形の利

用廃止に向けた行動計画』の策定を検討し、取組みを促進する」旨が明記

 中小企業庁「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」において、具体的な要請内容が提示

成長戦略会議「実行計画」

 2020年12月、成長戦略会議は、「実行計画」を取りまとめ、公表

 本実行計画では、約束手形の支払いサイトが、現金支払いと比し

て長期間となっており、受注者側の資金繰りの負担となっているこ

とを踏まえ（現金支払い平均50日程度、約束手形平均100日程度）、

「産業界及び金融界による『約束手形の利用の廃止に向けた行動

計画』の策定を検討し、取組を促進する」ことが明記

「書面・押印・対面手続の見直しに向けた論点整理」

 2020年12月、金融庁の「金融業界における書面・押印・対面手

続の見直しに向けた検討会」は、「書面・押印・対面手続の見直

しに向けた論点整理」を取りまとめ、公表

 本論点整理では、預金取扱金融機関業界の課題の一つとして

「手形・小切手」を挙げ、「引き続き官民が連携し、全面的な電子

化を視野に入れつつ、手形・小切手機能の電子化をより一層推

進する取り組みを進めていく」と整理

「約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」の策定

 中小企業庁の「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向

けた検討会」は、成長戦略会議における「実行計画」を踏まえ、

以下のとおり、産業界および金融界、それぞれに「約束手形の

利用の廃止等に向けた自主行動計画」の策定を要請

対象 自主行動計画で検討されるべき項目例

産業界

• 約束手形の運用改善

• 約束手形の利用廃止

• 支払い条件に関する情報開示の充実

金融界

• 決済関連手数料の見直し

• 電子的決済サービスの普及促進策

• 約束手形の利用を廃止する事業者への資金繰り支援

4



© 2021 JAPANESE BANKERS ASSOCIATION

Ⅰ-３．手形・小切手機能の電子化に向けた目標設定（手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書）

 2021年３月、全銀協が取りまとめた「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書」において、手形・小切手機
能の「全面的な電子化」に向けた目標（2026年度）を設定

 要請があった自主行動計画の策定に向けて、利用者である産業界および関係省庁の理解・協力を得るため、「全面的
な電子化」を議論する検討会を設置

 2018年12月の「手形・小切手機能の電子化に関する検討会報告

書」（以下「検討会報告書」という。）公表時には想定していなかっ

た新型コロナウイルス感染症への対応など、ポストコロナ時代に

向けて強まる書面・押印・対面手続きの見直しに関する社会的要

請を受け、右記のとおり、手形・小切手機能の「全面的な電子化」

に向けた目標を設定

 これら手形・小切手機能の「全面的な電子化」に向けた目標を実

現するためには、産業界・関係省庁と官民一体となった取組みを

進める必要があることから、産業界・関係省庁も参加したかたちで

手形・小切手機能の「全面的な電子化」を議論する検討会を設置

し、自主行動計画等の策定および必要なフォローアップを行うも

のとする

 また、自主行動計画のフォローアップの一環として、検討会報告

書で提言された中間的な目標（５年間（2019～2023年）で全国手

形交換枚数（手形・小切手・その他証券の合計）の約６割が電子

的な方法に移行）に関するフォローアップも実施

目標設定

• 手形については、2026年度を目標とし、「全面的な電子化」に

取り組み、政府が掲げる手形の利用の廃止方針を踏まえ「約

束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」（以下「自主

行動計画」という。）を策定する。

• 小切手についても、産業界・金融機関の取扱負担や環境コス

トを踏まえつつ、2026年度を目標とし、「全面的な電子化」を目

指し、わが国の決済手段のDX化を後押しする。

• なお、毎年のフォローアップの状況も見ながら2024年度に自主

行動計画の評価を行い、必要な見直しを行うものとする。
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6



© 2021 JAPANESE BANKERS ASSOCIATION

Ⅱ-1．手形・小切手機能の電子化に向けた取組状況

 手形機能の「全面的な電子化」に向けた取組状況については、別途、でんさいネットから説明（資料６）

 一方、小切手機能の電子化については、インターネットバンキングの利便性向上や周知強化に向けた取組みを検討。

その他、業界団体等を訪問し、実態把握に努め、参考となる取組事例を確認

小切手機能の「全面的な電子化」に向けた検討状況

 小切手機能の全面的な電子化を推進するため、インターネットバ

ンキングの利便性向上、周知強化に向けた取組みを検討

 小切手利用の多い業界として、①港運運送業、②製造業、③建設

業、④卸売業、⑤小売業を特定し、業界団体等を訪問し、ヒアリン

グを実施。小切手利用に関し、手数料の問題や取引先との関係を

指摘する意見を確認

 小切手利用の多い業界の取組事例として、卸売市場における精

算業務のキャッシュレス化に向けた取組み（卸売業）を「手形・小切

手機能の電子化状況に関する調査報告書」（2020年度版）で紹介

 新型コロナウイルス感染症対策が、書面現物の取扱いを控える観

点から、小切手利用を取りやめる一つの動機になっていることを

確認

小切手機能の電子化に関する金融機関の取組事例

対 策 各金融機関における取組事例

周知強化策 • 紙・現金による取引の多い利用者向けにEBサービスを提案

利便性向上策

• インターネットバンキングの機能追加
• 店頭窓口と比較して、振込手数料を引下げ
• EBのセキュリティ対策の実施
• 法人EBのスマートフォン・タブレットへの対応

導入支援策

• 研修の実施
• 本部による導入支援
• ウェブサイトにおける体験版の提供
• リモート説明の実施
• 販売管理/財務会計/給与計算の統合管理とインターネッ
トバンキングを連携したサービスの提供

• オープンAPI連携による会計システムとの連携

経済効果改善策

• EBによる振込手数料を店頭窓口での振込に比べ安価に
設定

• 法人インターネットバンキングの振込手数料に受取人が
負担するシステムの導入

• 固定の利用料（月額利用料）を無料とするサービスの実施

7
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 全国手形交換枚数は、「５年で約６割を電子的な方法に移行」との中間的な目標（▲616万枚/年）に対し、▲671万枚/年

（達成度109％）と、単年の目標達成（ただし、2019年からの２年累計の達成度は85％）。でんさいの発生記録請求件

数は359万件（前年比43万件増加）となり、引き続き増加基調を維持しているが、前年対比の増加件数は減少

Ⅱ-2. 手形・小切手機能の電子化状況

全国手形交換枚数 でんさいの発生記録請求件数

 2013年の開業以来、順調に発生記録請求件数は増加基調を維持
（2018年をピークに、前年対比増加件数は減少）

（万件）

 目標未達成分は、昨年分から55万枚減少し、残り187万枚

 取り組みの効果により、減少ペースは昨年に比べ約７％増加

※ 各年３月の東京・大阪・名古屋の手形交換所における手形・小切手・その他
証券の枚数からそれぞれの比率を推計
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発生記録請求件数
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月次

				振込（千件） フリコミセンケン		ZEDI（件） ケン		でんさい（件） ケン		手形（千枚） テガタセンマイ		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		40,909		85,808						6,843

		40,940		98,996						6,380

		40,969		93,165						5,696

		41,000		96,661						6,304

		41,030		94,282						7,623

		41,061		113,536						5,751

		41,091		92,847						8,074

		41,122		98,555						6,407

		41,153		83,326						5,136

		41,183		107,104						7,174

		41,214		92,250						6,142

		41,244		105,316						5,918

		41,275		88,812						6,845

		41,306		98,238				36		5,833

		41,334		92,588				370		5,205

		41,365		102,962				1,744		6,905

		41,395		92,319				3,989		6,198

		41,426		108,248				6,739		5,189

		41,456		95,374				10,411		7,684

		41,487		97,171				13,478		5,070

		41,518		90,225				16,270		6,570

		41,548		105,330				23,147		5,978

		41,579		89,663				27,346		4,905

		41,609		112,893				31,281		6,662

		41,640		89,311				34,404		6,373

		41,671		99,467				36,132		5,523

		41,699		97,535				40,577		5,798

		41,730		101,893				46,130		5,797

		41,760		89,008				46,461		4,962

		41,791		114,901				48,774		6,656

		41,821		94,829				53,623		6,420

		41,852		99,661				55,664		4,656

		41,883		98,047				57,928		6,306

		41,913		110,124				64,883		5,550

		41,944		88,716				67,147		4,396

		41,974		116,232				71,737		6,422

		42,005		88,613				73,201		5,029

		42,036		101,657				73,465		5,117

		42,064		103,340				80,719		6,406

		42,095		103,867				86,886		5,372

		42,125		88,979				82,938		4,458

		42,156		118,675				84,700		6,316

		42,186		96,648				90,803		5,910

		42,217		99,143				92,795		5,136

		42,248		94,704				96,176		5,017

		42,278		116,388				101,467		4,420

		42,309		99,703				107,053		5,645

		42,339		115,220				111,280		5,268

		42,370		88,374				111,907		4,582

		42,401		107,486				110,342		5,612

		42,430		102,851				121,841		5,198

		42,461		101,759				129,828		4,179

		42,491		99,524				122,353		5,643

		42,522		120,770				123,139		5,166

		42,552		93,798				132,475		4,560

		42,583		106,158				135,800		5,598

		42,614		97,350				137,216		4,702

		42,644		111,132				145,768		4,611

		42,675		99,999				151,018		4,702

		42,705		115,518				159,949		4,862

		42,736		93,129				153,535		4,935

		42,767		104,656				153,854		4,471

		42,795		105,681				167,199		4,904

		42,826		104,103				176,938		3,899

		42,856		102,495				168,918		5,362

		42,887		120,664				168,991		4,828

		42,917		97,286				177,900		4,941

		42,948		103,578				180,537		4,575

		42,979		95,080				179,872		3,742

		43,009		112,238				192,296		5,043

		43,040		99,629				196,111		4,379

		43,070		115,292				205,363		4,401

		43,101		95,313				198,093		4,726

		43,132		105,163				193,132		4,170

		43,160		103,406				208,764		3,779

		43,191		104,793				222,231		4,216

		43,221		104,057				215,524		5,095

		43,252		115,794				211,032		3,759

		43,282		102,078				225,533		5,246

		43,313		106,366				227,905		4,234

		43,344		93,119				222,668		3,305

		43,374		116,994				238,828		4,814

		43,405		103,471				246,203		4,117

		43,435		114,522		315		255,362		3,899

		43,466		89,720		6,800		246,970		4,573

		43,497		96,959		8,962		235,832		3,914

		43,525		94,738		13,698		254,830		3,466

		43,556		98,461		18,155		272,645		3,910

		43,586				16,158		254,710





説明資料利用グラフ

		

		＜全国手形交換高推移＞（枚数） ゼンコクテガタコウカンダカスイイマイスウ

		○目標達成度の確認 モクヒョウタッセイドカクニン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ		目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864				5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100				6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421				7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485				6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365				7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		2,429		12.0%		7.3%		-4.7%		6,164

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169		2,764		3,478		4,268		41,904		39,037		2,867		13.6%		12.0%				6,164

		2021年 ネン																												32,874				15.8%						6,164

		2022年 ネン																												26,710				18.8%						6,164

		2023年 ネン																												20,546				23.1%						6,164

																																																				8844.3398230088		19950.7539823009		13108.9061946903		41904

		○グラフ作成用データ サクセイヨウ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		未達成分 ミタッセイブン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		12,786		44,345		15,919

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		11,215		38,367		19,282

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		10,644		33,420		20,037

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		11,058		31,567		16,796

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		11,043		29,107		15,335

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		11,472		28,074		11,819

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		11,314		25,376		8,511		2,429

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		47.61%		31.28%		21.11%				2020年 ネン		41,904		8,844		19,951		10,242		2,867

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874				32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710				26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546				20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																																						グラフ上のウソの数字 ジョウスウジ

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。

		＜でんさい発生記録請求件数＞ ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		前年対比増加件数 ゼンネンタイヒゾウカケンスウ		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		134,811		0

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		488,649		134,811

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		458,023		623,460

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		500,153		1,081,483

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		539,878		1,581,636

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		543,761		2,121,514

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		490,724		2,665,275

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844		312,188		284,620		273,552		296,400		295,170		293,638		319,249		324,320		343,430		3,587,784		431,785		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ
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発生記録請求件数

前年対比増加件数



手形交換高　年次

		

		（単位：千枚） タンイセンマイ

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計（実績） ゴウケイジッセキ		未達成数 ミタッセイスウ				目標値 モクヒョウチ						８月まで ガツ

		2018年 ネン		4726		4170		3779		4216		5095		3759		5246		4234		3305		4814		4117		3899		51360						51360						35225

		2019年 ネン		4573		3914		3466		3910		4704		3438		4937		3216		4252		3812		3134		4268		47624		2427				45197		-12.0%				32158		-8.7%

		2020年 ネン		4014		2949		4209		3441		2699		4035		3659		3219										28225						39034		-13.6%				28225		-12.2%

		2021年 ネン																																32870		-15.8%

		2022年 ネン																																26707		-18.8%

		2023年 ネン																																20544		-23.1%

																												・年間削減数（目標） ネンカンサクゲンスウモクヒョウ						6163

																														10809

																														13236





前年同月比

		全国手形交換高 ゼンコクテガタコウカンダカ				６割線 ワリセン		減少率 ゲンショウリツ				単位：千枚

		1981年 ネン		427,170

		1982年 ネン		423,851				-0.8%				数値の単位未満の処理は切り捨て

		1983年 ネン		418,373				-1.3%

		1984年 ネン		415,385				-0.7%				出典：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		1985年 ネン		413,305				-0.5%				　　　　https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		1986年 ネン		403,992				-2.3%

		1987年 ネン		396,263				-1.9%

		1988年 ネン		394,511				-0.4%

		1989年 ネン		382,060				-3.2%

		1990年 ネン		382,745				0.2%

		1991年 ネン		367,124				-4.1%

		1992年 ネン		350,245				-4.6%

		1993年 ネン		327,885				-6.4%

		1994年 ネン		318,083				-3.0%

		1995年 ネン		305,827				-3.9%

		1996年 ネン		296,030				-3.2%

		1997年 ネン		283,373				-4.3%

		1998年 ネン		260,067				-8.2%

		1999年 ネン		239,320				-8.0%

		2000年 ネン		225,874				-5.6%

		2001年 ネン		208,900				-7.5%

		2002年 ネン		187,085				-10.4%

		2003年 ネン		171,986				-8.1%

		2004年 ネン		159,175				-7.4%

		2005年 ネン		146,466				-8.0%

		2006年 ネン		134,235				-8.4%

		2007年 ネン		123,570				-7.9%

		2008年 ネン		112,001				-9.4%

		2009年 ネン		96,210				-14.1%

		2010年 ネン		87,993				-8.5%

		2011年 ネン		82,585				-6.1%

		2012年 ネン		77,453				-6.2%

		2013年 ネン		73,051				-5.7%

		2014年 ネン		68,864				-5.7%

		2015年 ネン		64,100				-6.9%

		2016年 ネン		59,421				-7.3%

		2017年 ネン		55,485				-6.6%

		2018年 ネン		51,365				-7.4%

		2019年 ネン		47,630				-7.3%

		2020年 ネン		41,068		20,546		-13.8%

		2021年 ネン		35,411		20,546		-13.8%

		2022年 ネン		30,532		20,546		-13.8%

		2023年 ネン		26,326		20,546		-13.8%

		2024年 ネン		22,699		20,546		-13.8%

		2025年 ネン		19,572		20,546		-13.8%

		2026年 ネン		16,876		20,546		-13.8%

		2027年 ネン		14,551		20,546		-13.8%

		2028年 ネン		12,546		20,546		-13.8%

		2029年 ネン		10,818		20,546		-13.8%

		2030年 ネン		9,328		20,546		-13.8%





前年同月比

		



手形交換高

６割線



交換枚数(東京・大阪・名古屋)

		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		前年対比増加件数 ゼンネンタイヒゾウカケンスウ		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		134,811		0

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		488,649		134,811

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		458,023		623,460

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		500,153		1,081,483

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		539,878		1,581,636

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		543,761		2,121,514

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		490,724		2,665,275

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844																				845,217		-2,310,782		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ				目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864						5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100						6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421						7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485						6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365						7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		48,283		2,429		12.0%		7.3%		-4.7%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441																				39,037		42,489				13.6%

		2021年 ネン																												32,874		36,695				15.8%

		2022年 ネン																												26,710		30,901				18.8%

		2023年 ネン																												20,546		25,107				23.1%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン																										3,735

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/																						2,049				0.0727		0.6				0.296861097

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		13,049		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※出典によって振込の細かな種類およびモアタイムを含めるかどうかが異なるため、件数を確認する必要あり シュッテンフリコミコマシュルイフクコトケンスウカクニンヒツヨウ





交換枚数(東京・大阪・名古屋)

		



2017年

2018年

2019年



交換枚数(６年)

				0





交換枚数(６年) 

		



発生記録請求件数

前年対比増加件数



交換枚数(６年)  (2)

		



発生記録請求件数

前年対比増加件数



前年同月比 (2)

		東京・大阪・名古屋手形交換所の交換枚数 トウキョウオオサカナゴヤテガタコウカンジョコウカンマイスウ

																																						単位：千枚

				東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								合計 ゴウケイ								割合 ワリアイ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		1996/3		5,063		199		1,567		1,083		7,914		2,183		60		917		271		3,432		1,129		353		143		1,626		8,634		2,837		1,497		12,968		67%		22%		12%

		1997/3		5,132		272		2,019		1,100		8,523		2,278		59		1,135		273		3,747		1,145		494		147		1,787		8,886		3,648		1,520		14,054		63%		26%		11%

		1998/3		5,186		277		2,376		1,181		9,022		2,197		54		1,420		302		3,975		1,190		583		153		1,928		8,904		4,379		1,636		14,919		60%		29%		11%

		1999/3		4,870		207		2,113		1,150		8,342		2,060		47		1,271		283		3,662		1,048		608		153		1,810		8,232		3,992		1,586		13,810		60%		29%		11%

		2000/3		4,137		158		1,570		1,032		6,898		1,809		41		886		252		2,989		924		416		151		1,491		7,069		2,872		1,435		11,376		62.13959		25.24613		12.61428				0.6213959212		0.2524613221		0.1261427567

		2001/3		3,579		104		1,077		860		5,622		1,500		32		631		266		2,431		810		287		126		1,225		6,025		1,995		1,252		9,272		65%		22%		14%

		2002/3		3,127		94		821		781		4,825		1,279		33		530		248		2,091		726		225		120		1,071		5,259		1,576		1,149		7,984		66%		20%		14%				62.1395921238		25.2461322082		12.6142756681

		2003/3		2,881		73		1,133		798		4,886		1,239		27		636		221		2,124		671		326		125		1,123		4,891		2,095		1,144		8,130		60%		26%		14%

		2004/3		2,985		76		1,378		873		5,314		1,266		28		760		243		2,299		679		420		134		1,234		5,034		2,558		1,250		8,842		57%		29%		14%

		2005/3		2,530		72		992		751		4,346		1,112		27		567		207		1,914		614		289		122		1,026		4,355		1,848		1,080		7,283		59.79679		25.37416		14.82905				0.5979678704		0.25374159		0.1482905396

		2006/3		2,232		64		872		738		3,907		985		21		509		200		1,717		558		259		107		925		3,860		1,640		1,045		6,545		59%		25%		16%

		2007/3		1,787		52		598		675		3,113		796		18		362		170		1,347		473		152		90		716		3,126		1,112		935		5,173		60%		21%		18%				59.7967870383		25.3741590004		14.8290539613

		2008/3		1,686		49		757		588		3,080		790		17		410		153		1,372		396		250		88		734		2,938		1,417		829		5,184		57%		27%		16%

		2009/3		1,655		165		771		524		3,117		799		18		436		163		1,417		399		277		88		765		3,036		1,484		775		5,295		57%		28%		15%				58.4195910124		25.7510729614		15.8293360263

		2010/3		1,535		57		724		486		2,804		723		16		389		150		1,280		374		233		76		683		2,705		1,346		712		4,763		57%		28%		15%				52.13651		31.25896		16.6045311156

		2011/3		1,303		37		547		423		2,312		622		14		307		139		1,083		338		166		65		570		2,314		1,020		627		3,961		58.41959		25.75107		15.82934

		2012/3		1,087		29		359		379		1,856		501		10		217		122		851		287		97		60		444		1,914		673		561		3,148		61%		21%		18%		前年対比の減少量 ゼンネンタイヒゲンショウリョウ						前年対比の減少率 ゼンネンタイヒゲンショウリツ

		2013/3		991		30		337		330		1,689		454		9		197		116		778		257		91		56		405		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		2014/3		998		32		481		327		1,840		468		10		256		125		860		247		145		61		454		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%		14		257		11		0.8%		41.1%		2.2%

		2015/3		1,019		36		611		372		2,039		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,818		1,090		579		3,487		52.13651		31.25896		16.60453		63		208		66		3.6%		23.6%		12.9%

		2016/3		842		27		452		342		1,664		429		7		211		128		777		208		142		60		411		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%		-305		-285		-49		-16.8%		-26.1%		-8.5%

		2017/3		776		24		404		350		1,557		389		7		209		118		724		201		123		62		388		1,397		736		530		2,663		52.45963		27.63800		19.90237		-116		-69		0		-7.7%		-8.6%		0.0%

		2018/3		623		19		269		306		1,219		314		5		140		102		561		172		68		55		296		1,133		477		463		2,073		54.65509		23.01013		22.33478		-264		-259		-67		-18.9%		-35.2%		-12.6%

		2019/3		562		17		246		304		1,132		280		4		130		94		510		153		62		55		271		1,016		438		453		1,907		53.27740		22.96801		23.75459		-117		-39		-10		-10.3%		-8.2%		-2.2%

		2020/3		602		20		381		329		1,334		309		5		192		89		596		140		134		59		333		1,076		707		477		2,260		47.61062		31.28319		21.10619		60		269		24		5.9%		61.4%		0.0%

		2020/9		457		14		254		288		1,015		232		3		125		83		444		114		80		54		249		820		459		425		1,704		48.12207		26.93662		24.94131		-256		-248		-52		-23.8%		-35.1%		0.0%

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																												-608		-148		-39		-7.8%		-1.0%		-1.2%

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。 ゴウケイケイカクコウカンジョケイアタイガッサンゴウケイランコギッテテガタタショウケンガッサン																																												-7%		-5%		-2%

																																														48.1220657277		26.9366197183		24.941314554				48.1220657277

																																																						26.9366197183

																																														52.459631994		27.6380022531		19.9023657529				24.941314554

																																														54.6550892426		23.010130246		22.3347805113

																																														53.2773990561		22.9680125852		23.7545883587

																																														47.610619469		31.2831858407		21.1061946903

																																														52.459631994		54.6550892426		53.2773990561		47.610619469

																																														27.6380022531		23.010130246		22.9680125852		31.2831858407

																																														19.9023657529		22.3347805113		23.7545883587		21.1061946903





前年同月比 (2)

		



その他証券

小切手

手形



手形交換枚数（３協会）

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																		単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		44,345		15,919		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		38,367		19,282		11,215

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		33,420		20,037		10,644

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		31,567		16,796		11,058

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		29,107		15,335		11,043

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		28,074		11,819		11,472

		2019/3																																														2019年 ネン		45,201		45,201		2,464				←予測値 ヨソクチ

		2020/3																																														2020年 ネン		39,037		39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874		32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710		26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546		20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





手形交換枚数（３協会）

		



その他証券

小切手

手形



交換金額（３協会）

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								未達成分 ミタッセイブン		手形 テガタ		小切手 コギッテ		その他証券 タショウケン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051				15,919		44,345		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864				19,282		38,367		11,215

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100				20,037		33,420		10,644

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421				16,796		31,567		11,058

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485				15,335		29,107		11,043

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365				11,819		28,074		11,472

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		2,429		10,940		25,376		11,314

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		48%		31%		21%				2020年 ネン		39,037						39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874						32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710						26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546						20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





交換金額（３協会）

		



その他証券

小切手

手形



交換・でんさい金額

		



その他証券

小切手

手形

(千枚)



前年同月比 (3)

		



中間的な目標である「５年で約６割を電子的
な方法に移行」に向けて、毎年約6,164千枚
削減した場合の枚数（試算値）

必要な削減枚数（試算値）に
対する未達成分：2,429千枚

その他証券

小切手

手形

（万枚）



銀行数(ZEDI)

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		未達成分 ミタッセイブン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		12,786		44,345		15,919

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		11,215		38,367		19,282

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		10,644		33,420		20,037

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		11,058		31,567		16,796

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		11,043		29,107		15,335

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		11,472		28,074		11,819

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		11,314		25,376		8,511		2,429

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		47.61%		31.28%		21.11%				2020年 ネン		39,037				39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874				32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710				26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546				20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																																						グラフ上のウソの数字 ジョウスウジ

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





銀行数(ZEDI)

		



未達成分

手形

小切手

(千枚)



取扱件数(モアタイム)

		



中間的な目標である「５年で約６割を電子的
な方法に移行」に向けて、毎年約6,164千枚
削減した場合の枚数（試算値）

必要な削減枚数（試算値）に
対する未達成分：2,429千枚

未達成分

手形

小切手

（万枚）



銀行数(モアタイム)

		



その他証券

小切手

手形

未達成分



		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		発生記録請求金額 ハッセイキロクセイキュウキンガク		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		1		134,810

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		5		623,455

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		8		1,081,475

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		11		1,581,625

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		15		2,121,499

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		18		2,665,257

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		21		3,155,978

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844																				845,217		-2,310,782		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ				目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864						5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100						6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421						7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485						6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365						7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		48,283		2,429		12.0%		8.1%		-3.9%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169								31,394		39,037		42,489				13.6%

		2021年 ネン																												32,874		36,695				15.8%

		2022年 ネン																												26,710		30,901				18.8%

		2023年 ネン																												20,546		25,107				23.1%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン																										3,735

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/																						2,049				0.0727		0.6				0.296861097

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ																										4,402

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン																										4,187

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls																										4,764

																												4,679

																												3,936		4,348

																												4,120		4,337

																												3,735

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		13,049		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※出典によって振込の細かな種類およびモアタイムを含めるかどうかが異なるため、件数を確認する必要あり シュッテンフリコミコマシュルイフクコトケンスウカクニンヒツヨウ
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		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																		単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		減少件数（前年比） ゲンショウケンスウゼンネンヒ

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		44,345		15,919		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		38,367		19,282		11,215		4,187

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		33,420		20,037		10,644		4,764

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		31,567		16,796		11,058		4,679

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		29,107		15,335		11,043		3,936

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		28,074		11,819		11,472		4,120

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		36,410		19,398		8,363		8,649		14,955

		2020/9		232		3		125		83		444		114		80		54		249		457		14		254		288		1,015		820		459		425		1,704		48%		27%		25%				2020年 ネン		31,394		15,107		8,456		7,830		5,016				48.1220657277

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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		全国手形交換金額（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンキンガクウチワケスイケイ

																																						単位：億円 タンイオクエン																		単位：億円 タンイオクエン

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		減少件数（前年比） ゲンショウケンスウゼンネンヒ

		2013/3		14,684		523		5,909		3,301		24,419		5,324		2,188		1,304		8,818		180,719		5,119		16,467		45,270		247,577		206,369		24,564		49,875		280,808		73%		9%		18%				2013年 ネン		3,664,449		2,693,045		320,552		650,852

		2014/3		16,896		507		7,495		3,887		28,787		5,530		3,411		1,319		10,261		164,842		3,196		19,391		48,227		235,657		190,971		30,297		53,433		274,701		70%		11%		19%				2014年 ネン		3,326,553		2,312,606		366,888		647,059		337,896

		2015/3		18,563		479		8,925		4,537		32,506		6,203		4,680		3,755		14,638		144,428		2,447		29,224		42,905		219,006		172,120		42,829		51,197		266,146		65%		16%		19%				2015年 ネン		2,990,322		1,933,879		481,211		575,231		336,231

		2016/3		47,196		1,719		22,613		70,869		142,398		5,254		3,345		4,057		12,657		108,628		1,705		18,713		50,551		179,599		164,502		44,671		125,477		334,650		49%		13%		37%				2016年 ネン		4,242,244		2,085,336		566,279		1,590,629		-1,251,922

		2017/3		36,297		2,277		22,930		96,365		157,871		4,878		2,844		3,168		10,891		80,294		1,452		12,733		36,807		131,288		125,198		38,507		136,340		300,045		42%		13%		45%				2017年 ネン		3,741,580		1,561,227		480,185		1,700,168		500,664

		2018/3		42,709		2,482		22,343		77,373		144,908		4,356		1,662		2,913		8,932		72,708		1,288		8,259		35,418		117,675		123,543		32,264		115,704		271,511		46%		12%		43%				2018年 ネン		2,612,755		1,188,856		310,477		1,113,422		1,128,825

		2019/3		6,101		189		2,820		3,182		12,293		4,048		1,551		3,144		8,744		65,547		1,025		7,233		36,031		109,837		76,910		11,604		42,357		130,871		59%		9%		32%				2019年 ネン		1,408,121		827,522		124,855		455,745		1,204,634

		2020/9		5,601		126		2,725		1,656		10,110		2,605		1,771		1,306		5,683		27,246		618		6,522		27,309		61,696		36,196		11,018		30,271		77,485		47%		14%		39%				2020年 ネン		1,051,655		491,265		149,540		410,849		356,466				46.7135574627

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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		①でんさい　発生記録請求金額(億円) キンガクオクエン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ		１～９月 ガツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		5,667		5,235		6,181		6,929		6,256		5,860		6,634		6,844		6,703		7,652		7,822		8,207		79,990

		2016年 ネン		8,244		7,533		8,768		9,953		8,748		7,934		8,988		9,393		9,370		10,471		10,784		11,491		111,677

		2017年 ネン		11,240		10,165		12,129		13,509		12,005		11,033		12,161		12,371		12,202		13,852		13,832		14,623		149,122

		2018年 ネン		14,246		12,431		14,581		16,821		14,972		13,851		15,293		15,592		14,832		16,457		17,347		18,204		184,627

		2019年 ネン		17,288		15,089		17,506		20,113		17,426		15,590		17,332		17,928		16,605		19,972		18,418		19,450		212,717		15%		154,877

		2020年 ネン		19,151		16,751		19,030		21,593		17,777		14,875		17,442		17,413		16,717										4%		160,749

		増加率 ゾウカリツ		11%		11%		9%		7%		2%		-5%		1%		-3%		1%

		出典：https://www.densai.net/pdf/201904_CSV.csv シュッテン

		【第２案】 ダイアン		①でんさい　発生記録請求金額(百万円) ヒャクマン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ		１～９月 ガツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		5,667		5,235		6,181		6,929		6,256		5,860		6,634		6,844		6,703		7,652		7,822		8,207		79,990

		2016年 ネン		8,244		7,533		8,768		9,953		8,748		7,934		8,988		9,393		9,370		10,471		10,784		11,491		111,677

		2017年 ネン		11,240		10,165		12,129		13,509		12,005		11,033		12,161		12,371		12,202		13,852		13,832		14,623		149,122

		2018年 ネン		1,424,605		1,243,121		1,458,102		1,682,127		1,497,235		1,385,157		1,529,317		1,559,279		1,483,222		1,645,700		1,734,766		1,820,459		18,463,090

		2019年 ネン		1,728,810		1,508,974		1,750,609		2,011,312		1,742,622		1,559,066		1,733,264		1,792,801		1,660,514		1,997,286		1,841,803		1,945,027		21,272,088		15%		15,487,972

		2020年 ネン		1,915,101		1,675,134		1,903,039		2,159,369		1,777,708		1,487,584		1,744,258		1,741,343		1,671,723										4%		16,075,259

		増加率 ゾウカリツ		11%		11%		9%		7%		2%		-5%		1%		-3%		1%

		③手形交換  手形交換金額(億円) キンガクオクエン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		１～９月 ガツ				目標(赤字) モクヒョウアカジ		減少率/年 ゲンショウリツネン		前年同月比減少率 ゼンネンドウゲツヒゲンショウリツ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		3,664,449						73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		3,326,553						68,864		6%

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		2,990,322						64,100		7%

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		4,242,244						59,421		7%

		2017年 ネン																										3,741,580						55,485		7%

		2018年 ネン		268,650		267,986		301,746		348,200		258,313		249,667		168,319		151,840		138,535		151,048		150,165		158,282		2,612,755						51,365		7%

		2019年 ネン		152,650		148,084		160,021		139,494		190,795		154,139		164,652		133,641		164,645		143,074		131,679		156,929		1,839,808		1,408,121				45,201		12%		24%

		2020年 ネン		143,887		110,467		152,677		113,043		108,260		122,826		101,374		94,786		104,335								1,051,655		1,051,655				39,037		14%

		減少率 ゲンショウリツ		6%		25%		5%		19%		43%		20%		38%		29%																32,874		16%

		2022年 ネン																																26,710		19%

		2023年 ネン																																20,546		23%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/														23%												30%										438183.107714182

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		-		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン





		



2017年

2018年

2019年



				0





		





		0				0



2019年

2020年



		0				0



2019年

2020年



		



発生記録請求金額



		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275

		2019年 ネン		247		236		255		273		255		247		266		268		260		286,712		273,340		290,172		3,155,999		118%		2,306

		2020年 ネン		284		270		292		312		285		274		296		295		294								2,600,785		13%		2,601

		増加率 ゾウカリツ		15%		14%		15%		15%		12%		11%		12%		10%		13%

		出典：https://www.densai.net/pdf/201904_CSV.csv シュッテン

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		１～９月 ガツ		目標(赤字) モクヒョウアカジ		減少率/年 ゲンショウリツネン		前年同月比減少率 ゼンネンドウゲツヒゲンショウリツ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051				73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864				68,864		6%

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100				64,100		7%

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421				59,421		7%

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485				55,485		7%

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365				51,365		7%

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		36,410		45,201		12%		14%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169										31,394		39,037		14%

		減少率 ゲンショウリツ		12%		25%		-21%		12%		43%		-17%		26%		-0%		25%												32,874		16%

		2022年 ネン																														26,710		19%

		2023年 ネン																														20,546		23%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/														10%												7%								6561.7160120846

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		-		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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発生記録請求件数



								ZEDIサービスを提供する金融機関数 テイキョウキンユウキカンスウ
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		決済日ベース ケッサイビ																		作成日：19.11.27 サクセイビ

				18.10		18.12		19.2		19.4		19.6		19.8		19.10

		件数 ケンスウ		429		618		590		619		813		860		951





		





		

				モアタイムシステム・参加金融機関数 サンカキンユウキカンスウ

												（月末時点） ゲツマツジテン						作成日：2019/12/7 サクセイビ

												18.10		504

												19.3		504

												19.7		511

												19.12		1,199
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月次

				振込（千件） フリコミセンケン		ZEDI（件） ケン		でんさい（件） ケン		手形（千枚） テガタセンマイ		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		40,909		85,808						6,843

		40,940		98,996						6,380

		40,969		93,165						5,696

		41,000		96,661						6,304

		41,030		94,282						7,623

		41,061		113,536						5,751

		41,091		92,847						8,074

		41,122		98,555						6,407

		41,153		83,326						5,136

		41,183		107,104						7,174

		41,214		92,250						6,142

		41,244		105,316						5,918

		41,275		88,812						6,845

		41,306		98,238				36		5,833

		41,334		92,588				370		5,205

		41,365		102,962				1,744		6,905

		41,395		92,319				3,989		6,198

		41,426		108,248				6,739		5,189

		41,456		95,374				10,411		7,684

		41,487		97,171				13,478		5,070

		41,518		90,225				16,270		6,570

		41,548		105,330				23,147		5,978

		41,579		89,663				27,346		4,905

		41,609		112,893				31,281		6,662

		41,640		89,311				34,404		6,373

		41,671		99,467				36,132		5,523

		41,699		97,535				40,577		5,798

		41,730		101,893				46,130		5,797

		41,760		89,008				46,461		4,962

		41,791		114,901				48,774		6,656

		41,821		94,829				53,623		6,420

		41,852		99,661				55,664		4,656

		41,883		98,047				57,928		6,306

		41,913		110,124				64,883		5,550

		41,944		88,716				67,147		4,396

		41,974		116,232				71,737		6,422

		42,005		88,613				73,201		5,029

		42,036		101,657				73,465		5,117

		42,064		103,340				80,719		6,406

		42,095		103,867				86,886		5,372

		42,125		88,979				82,938		4,458

		42,156		118,675				84,700		6,316

		42,186		96,648				90,803		5,910

		42,217		99,143				92,795		5,136

		42,248		94,704				96,176		5,017

		42,278		116,388				101,467		4,420

		42,309		99,703				107,053		5,645

		42,339		115,220				111,280		5,268

		42,370		88,374				111,907		4,582

		42,401		107,486				110,342		5,612

		42,430		102,851				121,841		5,198

		42,461		101,759				129,828		4,179

		42,491		99,524				122,353		5,643

		42,522		120,770				123,139		5,166

		42,552		93,798				132,475		4,560

		42,583		106,158				135,800		5,598

		42,614		97,350				137,216		4,702

		42,644		111,132				145,768		4,611

		42,675		99,999				151,018		4,702

		42,705		115,518				159,949		4,862

		42,736		93,129				153,535		4,935

		42,767		104,656				153,854		4,471

		42,795		105,681				167,199		4,904

		42,826		104,103				176,938		3,899

		42,856		102,495				168,918		5,362

		42,887		120,664				168,991		4,828

		42,917		97,286				177,900		4,941

		42,948		103,578				180,537		4,575

		42,979		95,080				179,872		3,742

		43,009		112,238				192,296		5,043

		43,040		99,629				196,111		4,379

		43,070		115,292				205,363		4,401

		43,101		95,313				198,093		4,726

		43,132		105,163				193,132		4,170

		43,160		103,406				208,764		3,779

		43,191		104,793				222,231		4,216

		43,221		104,057				215,524		5,095

		43,252		115,794				211,032		3,759

		43,282		102,078				225,533		5,246

		43,313		106,366				227,905		4,234

		43,344		93,119				222,668		3,305

		43,374		116,994				238,828		4,814

		43,405		103,471				246,203		4,117

		43,435		114,522		315		255,362		3,899

		43,466		89,720		6,800		246,970		4,573

		43,497		96,959		8,962		235,832		3,914

		43,525		94,738		13,698		254,830		3,466

		43,556		98,461		18,155		272,645		3,910

		43,586				16,158		254,710





説明資料利用グラフ

		

		＜全国手形交換高推移＞（枚数） ゼンコクテガタコウカンダカスイイマイスウ

		○目標達成度の確認 モクヒョウタッセイドカクニン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ		目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864				5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100				6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421				7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485				6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365				7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		2,429		12.0%		7.3%		-4.7%		6,164

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169		2,764		3,478		4,268		41,904		39,037		2,867		13.6%						6,164

		2021年 ネン																												32,874				15.8%						6,164

		2022年 ネン																												26,710				18.8%						6,164

		2023年 ネン																												20,546				23.1%						6,164

																																																				8634.7553097345		19477.9805309735		12798.264159292		40911

		○グラフ作成用データ サクセイヨウ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		未達成分 ミタッセイブン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		12,786		44,345		15,919

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		11,215		38,367		19,282

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		10,644		33,420		20,037

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		11,058		31,567		16,796

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		11,043		29,107		15,335

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		11,472		28,074		11,819

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		11,314		25,376		8,511		2,429

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		47.61%		31.28%		21.11%				2020年 ネン		40,911		8,635		19,478		10,925		1,874

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874				32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710				26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546				20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																																						グラフ上のウソの数字 ジョウスウジ

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。

		＜でんさい発生記録請求件数＞ ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		前年対比増加件数 ゼンネンタイヒゾウカケンスウ		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		134,811		0

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		488,649		134,811

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		458,023		623,460

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		500,153		1,081,483

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		539,878		1,581,636

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		543,761		2,121,514

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		490,724		2,665,275

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844		312,188		284,620		273,552		296,400		295,170		293,638		319,249		324,320		343,430		3,587,784		431,785		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ





説明資料利用グラフ

		



その他証券

小切手

手形

未達成分



Sheet1

		



発生記録請求件数

前年対比増加件数



手形交換高　年次

		

		（単位：千枚） タンイセンマイ

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計（実績） ゴウケイジッセキ		未達成数 ミタッセイスウ				目標値 モクヒョウチ						８月まで ガツ

		2018年 ネン		4726		4170		3779		4216		5095		3759		5246		4234		3305		4814		4117		3899		51360						51360						35225

		2019年 ネン		4573		3914		3466		3910		4704		3438		4937		3216		4252		3812		3134		4268		47624		2427				45197		-12.0%				32158		-8.7%

		2020年 ネン		4014		2949		4209		3441		2699		4035		3659		3219										28225						39034		-13.6%				28225		-12.2%

		2021年 ネン																																32870		-15.8%

		2022年 ネン																																26707		-18.8%

		2023年 ネン																																20544		-23.1%

																												・年間削減数（目標） ネンカンサクゲンスウモクヒョウ						6163

																														10809

																														13236





前年同月比

		全国手形交換高 ゼンコクテガタコウカンダカ				６割線 ワリセン		減少率 ゲンショウリツ				単位：千枚

		1981年 ネン		427,170

		1982年 ネン		423,851				-0.8%				数値の単位未満の処理は切り捨て

		1983年 ネン		418,373				-1.3%

		1984年 ネン		415,385				-0.7%				出典：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		1985年 ネン		413,305				-0.5%				　　　　https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		1986年 ネン		403,992				-2.3%

		1987年 ネン		396,263				-1.9%

		1988年 ネン		394,511				-0.4%

		1989年 ネン		382,060				-3.2%

		1990年 ネン		382,745				0.2%

		1991年 ネン		367,124				-4.1%

		1992年 ネン		350,245				-4.6%

		1993年 ネン		327,885				-6.4%

		1994年 ネン		318,083				-3.0%

		1995年 ネン		305,827				-3.9%

		1996年 ネン		296,030				-3.2%

		1997年 ネン		283,373				-4.3%

		1998年 ネン		260,067				-8.2%

		1999年 ネン		239,320				-8.0%

		2000年 ネン		225,874				-5.6%

		2001年 ネン		208,900				-7.5%

		2002年 ネン		187,085				-10.4%

		2003年 ネン		171,986				-8.1%

		2004年 ネン		159,175				-7.4%

		2005年 ネン		146,466				-8.0%

		2006年 ネン		134,235				-8.4%

		2007年 ネン		123,570				-7.9%

		2008年 ネン		112,001				-9.4%

		2009年 ネン		96,210				-14.1%

		2010年 ネン		87,993				-8.5%

		2011年 ネン		82,585				-6.1%

		2012年 ネン		77,453				-6.2%

		2013年 ネン		73,051				-5.7%

		2014年 ネン		68,864				-5.7%

		2015年 ネン		64,100				-6.9%

		2016年 ネン		59,421				-7.3%

		2017年 ネン		55,485				-6.6%

		2018年 ネン		51,365				-7.4%

		2019年 ネン		47,630				-7.3%

		2020年 ネン		41,068		20,546		-13.8%

		2021年 ネン		35,411		20,546		-13.8%

		2022年 ネン		30,532		20,546		-13.8%

		2023年 ネン		26,326		20,546		-13.8%

		2024年 ネン		22,699		20,546		-13.8%

		2025年 ネン		19,572		20,546		-13.8%

		2026年 ネン		16,876		20,546		-13.8%

		2027年 ネン		14,551		20,546		-13.8%

		2028年 ネン		12,546		20,546		-13.8%

		2029年 ネン		10,818		20,546		-13.8%

		2030年 ネン		9,328		20,546		-13.8%





前年同月比

		



手形交換高

６割線



交換枚数(東京・大阪・名古屋)

		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		前年対比増加件数 ゼンネンタイヒゾウカケンスウ		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		134,811		0

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		488,649		134,811

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		458,023		623,460

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		500,153		1,081,483

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		539,878		1,581,636

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		543,761		2,121,514

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		490,724		2,665,275

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844																				845,217		-2,310,782		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ				目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864						5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100						6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421						7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485						6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365						7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		48,283		2,429		12.0%		7.3%		-4.7%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441																				39,037		42,489				13.6%

		2021年 ネン																												32,874		36,695				15.8%

		2022年 ネン																												26,710		30,901				18.8%

		2023年 ネン																												20,546		25,107				23.1%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン																										3,735

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/																						2,049				0.0727		0.6				0.296861097

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		13,049		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※出典によって振込の細かな種類およびモアタイムを含めるかどうかが異なるため、件数を確認する必要あり シュッテンフリコミコマシュルイフクコトケンスウカクニンヒツヨウ





交換枚数(東京・大阪・名古屋)

		



2017年

2018年

2019年



交換枚数(６年)

				0





交換枚数(６年) 

		



発生記録請求件数

前年対比増加件数



交換枚数(６年)  (2)

		



発生記録請求件数

前年対比増加件数



前年同月比 (2)

		東京・大阪・名古屋手形交換所の交換枚数 トウキョウオオサカナゴヤテガタコウカンジョコウカンマイスウ

																																						単位：千枚

				東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								合計 ゴウケイ								割合 ワリアイ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		1996/3		5,063		199		1,567		1,083		7,914		2,183		60		917		271		3,432		1,129		353		143		1,626		8,634		2,837		1,497		12,968		67%		22%		12%

		1997/3		5,132		272		2,019		1,100		8,523		2,278		59		1,135		273		3,747		1,145		494		147		1,787		8,886		3,648		1,520		14,054		63%		26%		11%

		1998/3		5,186		277		2,376		1,181		9,022		2,197		54		1,420		302		3,975		1,190		583		153		1,928		8,904		4,379		1,636		14,919		60%		29%		11%

		1999/3		4,870		207		2,113		1,150		8,342		2,060		47		1,271		283		3,662		1,048		608		153		1,810		8,232		3,992		1,586		13,810		60%		29%		11%

		2000/3		4,137		158		1,570		1,032		6,898		1,809		41		886		252		2,989		924		416		151		1,491		7,069		2,872		1,435		11,376		62.13959		25.24613		12.61428				0.6213959212		0.2524613221		0.1261427567

		2001/3		3,579		104		1,077		860		5,622		1,500		32		631		266		2,431		810		287		126		1,225		6,025		1,995		1,252		9,272		65%		22%		14%

		2002/3		3,127		94		821		781		4,825		1,279		33		530		248		2,091		726		225		120		1,071		5,259		1,576		1,149		7,984		66%		20%		14%				62.1395921238		25.2461322082		12.6142756681

		2003/3		2,881		73		1,133		798		4,886		1,239		27		636		221		2,124		671		326		125		1,123		4,891		2,095		1,144		8,130		60%		26%		14%

		2004/3		2,985		76		1,378		873		5,314		1,266		28		760		243		2,299		679		420		134		1,234		5,034		2,558		1,250		8,842		57%		29%		14%

		2005/3		2,530		72		992		751		4,346		1,112		27		567		207		1,914		614		289		122		1,026		4,355		1,848		1,080		7,283		59.79679		25.37416		14.82905				0.5979678704		0.25374159		0.1482905396

		2006/3		2,232		64		872		738		3,907		985		21		509		200		1,717		558		259		107		925		3,860		1,640		1,045		6,545		59%		25%		16%

		2007/3		1,787		52		598		675		3,113		796		18		362		170		1,347		473		152		90		716		3,126		1,112		935		5,173		60%		21%		18%				59.7967870383		25.3741590004		14.8290539613

		2008/3		1,686		49		757		588		3,080		790		17		410		153		1,372		396		250		88		734		2,938		1,417		829		5,184		57%		27%		16%

		2009/3		1,655		165		771		524		3,117		799		18		436		163		1,417		399		277		88		765		3,036		1,484		775		5,295		57%		28%		15%				58.4195910124		25.7510729614		15.8293360263

		2010/3		1,535		57		724		486		2,804		723		16		389		150		1,280		374		233		76		683		2,705		1,346		712		4,763		57%		28%		15%				52.13651		31.25896		16.6045311156

		2011/3		1,303		37		547		423		2,312		622		14		307		139		1,083		338		166		65		570		2,314		1,020		627		3,961		58.41959		25.75107		15.82934

		2012/3		1,087		29		359		379		1,856		501		10		217		122		851		287		97		60		444		1,914		673		561		3,148		61%		21%		18%		前年対比の減少量 ゼンネンタイヒゲンショウリョウ						前年対比の減少率 ゼンネンタイヒゲンショウリツ

		2013/3		991		30		337		330		1,689		454		9		197		116		778		257		91		56		405		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		2014/3		998		32		481		327		1,840		468		10		256		125		860		247		145		61		454		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%		14		257		11		0.8%		41.1%		2.2%

		2015/3		1,019		36		611		372		2,039		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,818		1,090		579		3,487		52.13651		31.25896		16.60453		63		208		66		3.6%		23.6%		12.9%

		2016/3		842		27		452		342		1,664		429		7		211		128		777		208		142		60		411		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%		-305		-285		-49		-16.8%		-26.1%		-8.5%

		2017/3		776		24		404		350		1,557		389		7		209		118		724		201		123		62		388		1,397		736		530		2,663		52.45963		27.63800		19.90237		-116		-69		0		-7.7%		-8.6%		0.0%

		2018/3		623		19		269		306		1,219		314		5		140		102		561		172		68		55		296		1,133		477		463		2,073		54.65509		23.01013		22.33478		-264		-259		-67		-18.9%		-35.2%		-12.6%

		2019/3		562		17		246		304		1,132		280		4		130		94		510		153		62		55		271		1,016		438		453		1,907		53.27740		22.96801		23.75459		-117		-39		-10		-10.3%		-8.2%		-2.2%

		2020/3		602		20		381		329		1,334		309		5		192		89		596		140		134		59		333		1,076		707		477		2,260		47.61062		31.28319		21.10619		60		269		24		5.9%		61.4%		0.0%

		2020/9		457		14		254		288		1,015		232		3		125		83		444		114		80		54		249		820		459		425		1,704		48.12207		26.93662		24.94131		-256		-248		-52		-23.8%		-35.1%		0.0%

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																												-608		-148		-39		-7.8%		-1.0%		-1.2%

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。 ゴウケイケイカクコウカンジョケイアタイガッサンゴウケイランコギッテテガタタショウケンガッサン																																												-7%		-5%		-2%

																																														48.1220657277		26.9366197183		24.941314554				48.1220657277

																																																						26.9366197183

																																														52.459631994		27.6380022531		19.9023657529				24.941314554

																																														54.6550892426		23.010130246		22.3347805113

																																														53.2773990561		22.9680125852		23.7545883587

																																														47.610619469		31.2831858407		21.1061946903

																																														52.459631994		54.6550892426		53.2773990561		47.610619469

																																														27.6380022531		23.010130246		22.9680125852		31.2831858407

																																														19.9023657529		22.3347805113		23.7545883587		21.1061946903





前年同月比 (2)

		



その他証券

小切手

手形



手形交換枚数（３協会）

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																		単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		44,345		15,919		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		38,367		19,282		11,215

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		33,420		20,037		10,644

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		31,567		16,796		11,058

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		29,107		15,335		11,043

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		28,074		11,819		11,472

		2019/3																																														2019年 ネン		45,201		45,201		2,464				←予測値 ヨソクチ

		2020/3																																														2020年 ネン		39,037		39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874		32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710		26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546		20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





手形交換枚数（３協会）

		



その他証券

小切手

手形



交換金額（３協会）

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								未達成分 ミタッセイブン		手形 テガタ		小切手 コギッテ		その他証券 タショウケン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051				15,919		44,345		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864				19,282		38,367		11,215

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100				20,037		33,420		10,644

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421				16,796		31,567		11,058

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485				15,335		29,107		11,043

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365				11,819		28,074		11,472

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		2,429		10,940		25,376		11,314

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		48%		31%		21%				2020年 ネン		39,037						39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874						32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710						26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546						20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





交換金額（３協会）

		



その他証券

小切手

手形



交換・でんさい金額

		



その他証券

小切手

手形

(千枚)



前年同月比 (3)

		



中間的な目標である「５年で約６割を電子的
な方法に移行」に向けて、毎年約6,164千枚
削減した場合の枚数（試算値）

必要な削減枚数（試算値）に
対する未達成分：2,429千枚

その他証券

小切手

手形

（万枚）



銀行数(ZEDI)

		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																				単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								その他証券 タショウケン		小切手 コギッテ		手形 テガタ		未達成分 ミタッセイブン

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		12,786		44,345		15,919

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		11,215		38,367		19,282

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		10,644		33,420		20,037

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		11,058		31,567		16,796

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		11,043		29,107		15,335

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		11,472		28,074		11,819

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		47,630		11,314		25,376		8,511		2,429

		2020/3		309		5		192		89		596		140		134		59		333		602		20		381		329		1,334		1,076		707		477		2,260		47.61%		31.28%		21.11%				2020年 ネン		39,037				39,037

		2021/3																																														2021年 ネン		32,874				32,874

		2022/3																																														2022年 ネン		26,710				26,710

		2023/3																																														2023年 ネン		20,546				20,546

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン																																																						グラフ上のウソの数字 ジョウスウジ

		※千枚単位の公表資料では、各交換所の種別を合算しても「計」欄とは誤差が生じ、割合欄が100％にならないため、「合計」の「計」は各交換所の「計」値を合算するのではなく、合計欄の小切手、手形、その他証券を合算している。





銀行数(ZEDI)

		



未達成分

手形

小切手

(千枚)



取扱件数(モアタイム)

		



中間的な目標である「５年で約６割を電子的
な方法に移行」に向けて、毎年約6,164千枚
削減した場合の枚数（試算値）

必要な削減枚数（試算値）に
対する未達成分：2,429千枚

未達成分

手形

小切手

（万枚）



銀行数(モアタイム)

		



その他証券

小切手

手形

未達成分



		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ		発生記録請求金額 ハッセイキロクセイキュウキンガク		発生記録請求件数 ハッセイキロクセイキュウケンスウ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811		1		134,810

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460		5		623,455

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483		8		1,081,475

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636		11		1,581,625

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514		15		2,121,499

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275		18		2,665,257

		2019年 ネン		246,970		235,832		254,830		272,645		254,710		247,382		265,711		268,053		259,642		286,712		273,340		290,172		3,155,999		21		3,155,978

		2020年 ネン		283,614		269,759		291,844																				845,217		-2,310,782		3,155,999

		出典：https://www.densai.net/stat シュッテン																												前年度対比の伸び率は鈍化 ゼンネンドタイヒノリツドンカ

																														別の検討が必要 ベツケントウヒツヨウ

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		目標(赤字) モクヒョウアカジ				目標対比 モクヒョウタイヒ		減少率/年 ゲンショウリツネン		現時点減少率
（前年同月比） ゲンジテンゲンショウリツゼンネンドウゲツヒ		目標対比 モクヒョウタイヒ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051		73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864		68,864						5.7%						4,187

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100		64,100						6.9%						4,764

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421		59,421						7.3%						4,679

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485		55,485						6.6%						3,936

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365		51,365						7.4%		6.8%				4,120		4337.2

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		45,201		48,283		2,429		12.0%		8.1%		-3.9%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169								31,394		39,037		42,489				13.6%

		2021年 ネン																												32,874		36,695				15.8%

		2022年 ネン																												26,710		30,901				18.8%

		2023年 ネン																												20,546		25,107				23.1%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン																										3,735

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/																						2,049				0.0727		0.6				0.296861097

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ																										4,402

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン																										4,187

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls																										4,764

																												4,679

																												3,936		4,348

																												4,120		4,337

																												3,735

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		13,049		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン

		※出典によって振込の細かな種類およびモアタイムを含めるかどうかが異なるため、件数を確認する必要あり シュッテンフリコミコマシュルイフクコトケンスウカクニンヒツヨウ
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		全国手形交換枚数（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンマイスウウチワケスイケイ

																																						単位：千枚 タンイセンマイ																		単位：千枚 タンイセンマイ

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		減少件数（前年比） ゲンショウケンスウゼンネンヒ

		2013/3		454		9		197		116		778		257		91		56		405		991		30		337		330		1,689		1,741		625		502		2,868		61%		22%		18%				2013年 ネン		73,051		44,345		15,919		12,786

		2014/3		468		10		256		125		860		247		145		61		454		998		32		481		327		1,840		1,755		882		513		3,150		56%		28%		16%				2014年 ネン		68,864		38,367		19,282		11,215		4,187

		2015/3		515		8		282		139		945		240		197		68		506		1,019		36		611		372		2,039		1,818		1,090		579		3,487		52%		31%		17%				2015年 ネン		64,100		33,420		20,037		10,644		4,764

		2016/3		429		7		211		128		777		208		142		60		411		842		27		452		342		1,664		1,513		805		530		2,848		53%		28%		19%				2016年 ネン		59,421		31,567		16,796		11,058		4,679

		2017/3		389		7		209		118		724		201		123		62		388		776		24		404		350		1,557		1,397		736		530		2,663		52%		28%		20%				2017年 ネン		55,485		29,107		15,335		11,043		3,936

		2018/3		314		5		140		102		561		172		68		55		296		623		19		269		306		1,219		1,133		477		463		2,073		55%		23%		22%				2018年 ネン		51,365		28,074		11,819		11,472		4,120

		2019/3		280		4		130		94		510		153		62		55		271		562		17		246		304		1,132		1,016		438		453		1,907		53%		23%		24%				2019年 ネン		36,410		19,398		8,363		8,649		14,955

		2020/9		232		3		125		83		444		114		80		54		249		457		14		254		288		1,015		820		459		425		1,704		48%		27%		25%				2020年 ネン		31,394		15,107		8,456		7,830		5,016				48.1220657277

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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		全国手形交換金額（内訳も推計） ゼンコクテガタコウカンキンガクウチワケスイケイ

																																						単位：億円 タンイオクエン																		単位：億円 タンイオクエン

				大阪手形交換所 オオサカテガタコウカンジョ										名古屋手形交換所 ナゴヤテガタコウカンジョ								東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンジョ										東京・大阪・名古屋合計 トウキョウオオサカナゴヤゴウケイ								割合 ワリアイ										年次全国手形交換高 ネンジゼンコクテガタコウカンダカ

				当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座・自己宛・送金小切手 ジコ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		当座小切手 トウザコギッテ		自己宛・送金小切手 ジコアテソウキンコギッテ		約束・為替手形 ヤクソクカワセテガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ		計 ケイ		小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他 タ								小切手 コギッテ		手形 テガタ		その他証券 タショウケン		減少件数（前年比） ゲンショウケンスウゼンネンヒ

		2013/3		14,684		523		5,909		3,301		24,419		5,324		2,188		1,304		8,818		180,719		5,119		16,467		45,270		247,577		206,369		24,564		49,875		280,808		73%		9%		18%				2013年 ネン		3,664,449		2,693,045		320,552		650,852

		2014/3		16,896		507		7,495		3,887		28,787		5,530		3,411		1,319		10,261		164,842		3,196		19,391		48,227		235,657		190,971		30,297		53,433		274,701		70%		11%		19%				2014年 ネン		3,326,553		2,312,606		366,888		647,059		337,896

		2015/3		18,563		479		8,925		4,537		32,506		6,203		4,680		3,755		14,638		144,428		2,447		29,224		42,905		219,006		172,120		42,829		51,197		266,146		65%		16%		19%				2015年 ネン		2,990,322		1,933,879		481,211		575,231		336,231

		2016/3		47,196		1,719		22,613		70,869		142,398		5,254		3,345		4,057		12,657		108,628		1,705		18,713		50,551		179,599		164,502		44,671		125,477		334,650		49%		13%		37%				2016年 ネン		4,242,244		2,085,336		566,279		1,590,629		-1,251,922

		2017/3		36,297		2,277		22,930		96,365		157,871		4,878		2,844		3,168		10,891		80,294		1,452		12,733		36,807		131,288		125,198		38,507		136,340		300,045		42%		13%		45%				2017年 ネン		3,741,580		1,561,227		480,185		1,700,168		500,664

		2018/3		42,709		2,482		22,343		77,373		144,908		4,356		1,662		2,913		8,932		72,708		1,288		8,259		35,418		117,675		123,543		32,264		115,704		271,511		46%		12%		43%				2018年 ネン		2,612,755		1,188,856		310,477		1,113,422		1,128,825

		2019/3		6,101		189		2,820		3,182		12,293		4,048		1,551		3,144		8,744		65,547		1,025		7,233		36,031		109,837		76,910		11,604		42,357		130,871		59%		9%		32%				2019年 ネン		1,408,121		827,522		124,855		455,745		1,204,634

		2020/9		5,601		126		2,725		1,656		10,110		2,605		1,771		1,306		5,683		27,246		618		6,522		27,309		61,696		36,196		11,018		30,271		77,485		47%		14%		39%				2020年 ネン		1,051,655		491,265		149,540		410,849		356,466				46.7135574627

		出典：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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		①でんさい　発生記録請求金額(億円) キンガクオクエン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ		１～９月 ガツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		5,667		5,235		6,181		6,929		6,256		5,860		6,634		6,844		6,703		7,652		7,822		8,207		79,990

		2016年 ネン		8,244		7,533		8,768		9,953		8,748		7,934		8,988		9,393		9,370		10,471		10,784		11,491		111,677

		2017年 ネン		11,240		10,165		12,129		13,509		12,005		11,033		12,161		12,371		12,202		13,852		13,832		14,623		149,122

		2018年 ネン		14,246		12,431		14,581		16,821		14,972		13,851		15,293		15,592		14,832		16,457		17,347		18,204		184,627

		2019年 ネン		17,288		15,089		17,506		20,113		17,426		15,590		17,332		17,928		16,605		19,972		18,418		19,450		212,717		15%		154,877

		2020年 ネン		19,151		16,751		19,030		21,593		17,777		14,875		17,442		17,413		16,717										4%		160,749

		増加率 ゾウカリツ		11%		11%		9%		7%		2%		-5%		1%		-3%		1%

		出典：https://www.densai.net/pdf/201904_CSV.csv シュッテン

		【第２案】 ダイアン		①でんさい　発生記録請求金額(百万円) ヒャクマン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ		１～９月 ガツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		5,667		5,235		6,181		6,929		6,256		5,860		6,634		6,844		6,703		7,652		7,822		8,207		79,990

		2016年 ネン		8,244		7,533		8,768		9,953		8,748		7,934		8,988		9,393		9,370		10,471		10,784		11,491		111,677

		2017年 ネン		11,240		10,165		12,129		13,509		12,005		11,033		12,161		12,371		12,202		13,852		13,832		14,623		149,122

		2018年 ネン		1,424,605		1,243,121		1,458,102		1,682,127		1,497,235		1,385,157		1,529,317		1,559,279		1,483,222		1,645,700		1,734,766		1,820,459		18,463,090

		2019年 ネン		1,728,810		1,508,974		1,750,609		2,011,312		1,742,622		1,559,066		1,733,264		1,792,801		1,660,514		1,997,286		1,841,803		1,945,027		21,272,088		15%		15,487,972

		2020年 ネン		1,915,101		1,675,134		1,903,039		2,159,369		1,777,708		1,487,584		1,744,258		1,741,343		1,671,723										4%		16,075,259

		増加率 ゾウカリツ		11%		11%		9%		7%		2%		-5%		1%		-3%		1%

		③手形交換  手形交換金額(億円) キンガクオクエン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		１～９月 ガツ				目標(赤字) モクヒョウアカジ		減少率/年 ゲンショウリツネン		前年同月比減少率 ゼンネンドウゲツヒゲンショウリツ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		3,664,449						73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		3,326,553						68,864		6%

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		2,990,322						64,100		7%

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		4,242,244						59,421		7%

		2017年 ネン																										3,741,580						55,485		7%

		2018年 ネン		268,650		267,986		301,746		348,200		258,313		249,667		168,319		151,840		138,535		151,048		150,165		158,282		2,612,755						51,365		7%

		2019年 ネン		152,650		148,084		160,021		139,494		190,795		154,139		164,652		133,641		164,645		143,074		131,679		156,929		1,839,808		1,408,121				45,201		12%		24%

		2020年 ネン		143,887		110,467		152,677		113,043		108,260		122,826		101,374		94,786		104,335								1,051,655		1,051,655				39,037		14%

		減少率 ゲンショウリツ		6%		25%		5%		19%		43%		20%		38%		29%																32,874		16%

		2022年 ネン																																26,710		19%

		2023年 ネン																																20,546		23%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/														23%												30%										438183.107714182

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		-		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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		0				0
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		0				0



2019年
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発生記録請求金額



		①でんさい　発生記録請求件数(件)

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ		増加率 ゾウカリツ

		2013年 ネン				36		370		1,744		3,989		6,739		10,411		13,478		16,270		23,147		27,346		31,281		134,811

		2014年 ネン		34,404		36,132		40,577		46,130		46,461		48,774		53,623		55,664		57,928		64,883		67,147		71,737		623,460

		2015年 ネン		73,201		73,465		80,719		86,886		82,938		84,700		90,803		92,795		96,176		101,467		107,053		111,280		1,081,483

		2016年 ネン		111,907		110,342		121,841		129,828		122,353		123,139		132,475		135,800		137,216		145,768		151,018		159,949		1,581,636

		2017年 ネン		153,535		153,854		167,199		176,938		168,918		168,991		177,900		180,537		179,872		192,296		196,111		205,363		2,121,514

		2018年 ネン		198,093		193,132		208,764		222,231		215,524		211,032		225,533		227,905		222,668		238,828		246,203		255,362		2,665,275

		2019年 ネン		247		236		255		273		255		247		266		268		260		286,712		273,340		290,172		3,155,999		118%		2,306

		2020年 ネン		284		270		292		312		285		274		296		295		294								2,600,785		13%		2,601

		増加率 ゾウカリツ		15%		14%		15%		15%		12%		11%		12%		10%		13%

		出典：https://www.densai.net/pdf/201904_CSV.csv シュッテン

		③手形交換  手形交換枚数(千枚) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		実績※ ジッセキ		１～９月 ガツ		目標(赤字) モクヒョウアカジ		減少率/年 ゲンショウリツネン		前年同月比減少率 ゼンネンドウゲツヒゲンショウリツ

		2013年 ネン		6,845		5,833		5,205		6,905		6,198		5,189		7,684		5,070		6,570		5,978		4,905		6,662		73,051				73,051

		2014年 ネン		6,373		5,523		5,798		5,797		4,962		6,656		6,420		4,656		6,306		5,550		4,396		6,422		68,864				68,864		6%

		2015年 ネン		5,029		5,117		6,406		5,372		4,458		6,316		5,910		5,136		5,017		4,420		5,645		5,268		64,100				64,100		7%

		2016年 ネン		4,582		5,612		5,198		4,179		5,643		5,166		4,560		5,598		4,702		4,611		4,702		4,862		59,421				59,421		7%

		2017年 ネン		4,935		4,471		4,904		3,899		5,362		4,828		4,941		4,575		3,742		5,043		4,379		4,401		55,485				55,485		7%

		2018年 ネン		4,726		4,170		3,779		4,216		5,095		3,759		5,246		4,234		3,305		4,814		4,117		3,899		51,365				51,365		7%

		2019年 ネン		4,573		3,914		3,466		3,910		4,704		3,438		4,937		3,216		4,252		3,812		3,134		4,268		47,630		36,410		45,201		12%		14%

		2020年 ネン		4,014		2,949		4,209		3,441		2,699		4,035		3,659		3,219		3,169										31,394		39,037		14%

		減少率 ゲンショウリツ		12%		25%		-21%		12%		43%		-17%		26%		-0%		25%												32,874		16%

		2022年 ネン																														26,710		19%

		2023年 ネン																														20,546		23%

		出典①：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/month1-04/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/														10%												7%								6561.7160120846

		※　合計値は、以下より引用 ゴウケイチイカインヨウ

		出典③：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2018/nenpo3001.xls シュッテン

		出典④：https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/stats/year1_01/cont_2001/nenpo1301.xls

		④全銀EDIシステム 明細件数(件)

				2018/12		2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		合計 ゴウケイ

				315		6,800		8,962		13,698		18,155		16,158		-		-		-		-		-

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		②振込　振込件数(千件) セン

				1月		2月 ガツ		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		合計 ゴウケイ

		2017年 ネン		93,129		104,656		105,681		104,103		102,495		120,664		97,286		103,578		95,080		112,238		99,629		115,292		1,253,831

		2018年 ネン		95,313		105,163		103,406		104,793		104,057		115,794		102,078		106,366		93,119		116,994		103,471		114,522		1,265,076

		2019年 ネン		89,720		96,959		94,738		98,461																		379,878

		出典①：https://www.zengin-net.jp/company/statistical_data/ シュッテン

		出典②：https://www.zenginkyo.or.jp/stats/year1-01/ シュッテン
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発生記録請求件数



								ZEDIサービスを提供する金融機関数 テイキョウキンユウキカンスウ

				2018/12		12月		92

				2019/1		1月		92

				2019/2		2月		92

				2019/3		3月		92

				2019/4		4月		92

				2019/5		5月		92

				2019/6		6月 ガツ		92

				2019/7		7月		92

				2019/8		8月		94

				2019/9		9月		94

				2019/10		10月		94

				2019/11		11月		102

				2019/12		12月		102

				2020/1		1月		102

				2020/2		2月		103

				2020/3		3月		103





		





		決済日ベース ケッサイビ																		作成日：19.11.27 サクセイビ

				18.10		18.12		19.2		19.4		19.6		19.8		19.10

		件数 ケンスウ		429		618		590		619		813		860		951





		





		

				モアタイムシステム・参加金融機関数 サンカキンユウキカンスウ

												（月末時点） ゲツマツジテン						作成日：2019/12/7 サクセイビ

												18.10		504

												19.3		504

												19.7		511

												19.12		1,199





		







Ⅲ．自主行動計画で検討されるべき項目
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 自主行動計画で検討されるべき項目を下表のとおり整理した。ついては、過不足等がないか、メンバーの皆様から
ご意見等をお寄せいただきたい【提出期限：５月12日（水）17時】（提出方法は、「検討会の運営」ご参照）

 お寄せいただいた意見は、自主行動計画の検討に当たっての参考にさせていただく

Ⅲ-１.自主行動計画で検討されるべき項目 【意見募集】

テーマ 大項目 中項目 小項目

金融機関の取組強化

決済関連手数料の見直し

約束手形・小切手に関連する手数料の見直し 手形・小切手帳発行手数料、取立手数料等の適正化

電子的決済サービスの手数料の低減
インターネットバンキング利用料、電子記録債権に関する利用料の
低減

電子的決済サービスの普及促進策

約束手形と同等以上の商品性の確保

サービス利用料

インターネットバンキングの契約がなくても利用可能な設計

支払期日/債権金額の制限緩和

取引に関する証明書類の発行

電子記録債権間の互換性確保

インターネットバンキングの振込による支払の利便性改善 サービス利用料／操作性・画面レイアウトの改善

中小・小規模事業者向けの新規導入ITサポート ITリテラシー、普及・促進の取組み

その他、企業間取引の電子化・効率化のための取組み

支払サイトを短縮しつつ約束手形の利用を廃止す
る事業者への資金繰り支援

約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援（制度融
資、振興事業計画の活用を含む）

―

参考事例の紹介など周知強化策 ― ―

官民連携の強化

IT導入補助金等の有効活用に向けた検討 ― ―

産業界への働きかけの実施 ― ―

10
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Ⅲ-２.目標に向けたフォローアップ

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026

フォロー
アップ

目標

中企庁検討会報告書における具体的な目標期限

自主行動計画の期間は５年間とする

毎年のフォローアップの状況も見ながら３年後に自主行動

計画の中間的な評価を行い、必要な見直しを行う

金融界における目標設定（３点目までは再掲）

 手形については、2026年度を目標とし、「全面的な電子化」に取組み、
政府が掲げる手形の利用の廃止方針を踏まえ、自主行動計画を策
定する

 小切手についても、産業界・金融機関の取扱負担や環境コストを踏
まえつつ、2026年度を目標とし、「全面的な電子化」を目指し、わが

国の決済手段のDX化を後押しする

 毎年のフォローアップの状況も見ながら2024年度に自主行動計画
の評価を行い、必要な見直しを行う

 また、自主行動計画のフォローアップの一環として、2018年の検討
会報告書で提言された中間的な目標に関するフォローアップも行う

自
主
行
動
計
画
策
定

達
成
状
況
の
評
価

中
間
的
評
価
（自
主
行
動
計
画
）

目
標
期
限
【
最
終
評
価
】

全銀協検討会報告書における中間的目標（2019～2023年）

自主行動計画における目標（2022～2026年度）

毎
年
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

毎
年
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

毎
年
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

５
年
で
６
割
削
減

（
全
国
手
形
交
換

枚
数
）

全
面
的
電
子
化
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① 手形・小切手帳発行手数料、取立手数料等の適正化の実施有無

② インターネットバンキング利用料および電子記録債権に関する利
用料（発生記録手数料）の低減化の実施有無［手形/小切手の振
出しに係る費用との比較］

③ 銀行振込や電子記録債権の利便性向上（改善）策の実施有無［

UI/UXなどの操作性・画面レイアウトの改善、セットアップ（初期設
定）の簡素化、対応OS・ブラウザの拡大、取扱時間の拡大等］、
改善後の利用者の反応等

④ インターネットバンキングおよび電子記録債権の導入支援策の実
施有無［取引先への案内・説明サポートの拡充、電子化に係る広

告・宣伝の実施、会計ソフト等と一体化したサービスの提供、中小
企業デジタル化応援隊事業の活用等］

⑤ 日本政策金融公庫の融資活用状況、振興基準の活用状況

Ⅲ-３.フォローアップにおける確認事項（案）

全国手形交換枚数の削減状況の確認 金融機関における改善/取組状況の確認

 「全面的な電子化」は、「５年間（2022～2026年度）で全国

手形交換枚数（手形・小切手）の全てが電子的な方法に移

行する」こととする

目標達成に向けては、以下のような削減イメージで電子化

の状況を定期的にモニタリングする

自主行動計画の中間的な評価（2024年度）に当たっては、

独禁法に留意しつつ、金融機関向けに以下のような改善/

取組状況調査を実施することを想定

なお、調査実施時期は、2024年度前半を想定（各金融機

関における2023年度までの改善/取組状況を確認）

「全面的な電子化」に向けた削減イメージ

12

※ 2021年の枚数は現時点での推測値。また、手形・小切手の枚数は、2020年３月
の東京・大阪・名古屋の手形交換所における交換枚数をもとに比率を推計して
算出。



Ⅳ．検討スケジュール
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Ⅳ. 検討スケジュール（案）

 ７月の自主行動計画の策定に向け、産業界からの意見や電子的手段の利便性向上策等の取組みをご紹介いただき、

検討に当たり、活用・参考にすることを想定

4月 5月 6月 7月

議題
○検討会設置趣旨、運営方法等

○関係者プレゼン

○自主行動計画骨子案

○関係者プレゼン

○自主行動計画概略版

○関係者プレゼン

○自主行動計画最終版（取り
まとめ）

プレゼン

○中小企業庁「約束手形をはじめと
する支払条件の改善に向けた検
討会」報告書（中小企業庁）

○手形機能の「全面的な電子化」に
向けた取組状況（でんさいネット）

○金融界における自主行動計画の
策定（金融庁）

○産業界における取組みおよ
び「全面的電子化」に対する
意見

○金融界における取組み（個
別行）

○ UI 、UXの改善に向けた先
行事例（案）

○業務プロセスのDX化に向け
た取組み（案）

意見募集
事項

自主行動計画の構成（項目）
イメージ

自主行動計画骨子案の内容 自主行動計画概略版の内容

14
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