
単位：億円

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度

通　常　貯　金 7,376 9,145 8,345 8,365

４ 積　立　貯　金 ▲　149 ▲　97 ▲　96 ▲　82

定　額　貯　金 ▲　8,013 ▲　7,789 ▲　9,697 ▲　14,214

月 定　期　貯　金 ▲　842 ▲　7,497 ▲　847 5,900

合　　　　　計 ▲　1,628 ▲　6,238 ▲　2,295 ▲　31

通　常　貯　金 ▲　7,896 ▲　11,406 ▲　9,716 ▲　12,832

５ 積　立　貯　金 ▲　114 ▲　102 ▲　88 ▲　91

定　額　貯　金 ▲　7,218 ▲　8,462 ▲　9,397 ▲　13,395

月 定　期　貯　金 ▲　688 ▲　5,228 ▲　1,117 4,280

合　　　　　計 ▲　15,916 ▲　25,198 ▲　20,318 ▲　22,038

通　常　貯　金 11,226 12,145 12,140 8,237

６ 積　立　貯　金 ▲　61 ▲　33 ▲　38 ▲　33

定　額　貯　金 ▲　8,459 ▲　8,781 ▲　10,164 ▲　12,128

月 定　期　貯　金 ▲　647 ▲　4,264 ▲　1,257 4,575

合　　　　　計 2,059 ▲　933 681 651

通　常　貯　金 ▲　5,253 ▲　3,896 ▲　4,130 ▲　10,820

７ 積　立　貯　金 ▲　36 ▲　22 ▲　29 ▲　42

定　額　貯　金 ▲　8,973 ▲　8,562 ▲　10,946 ▲　8,802

月 定　期　貯　金 ▲　586 ▲　3,250 ▲　924 3,868

合　　　　　計 ▲　14,848 ▲　15,730 ▲　16,029 ▲　15,796

通　常　貯　金 2,826 4,457 4,750 2,345

８ 積　立　貯　金 29 27 10 ▲　3

定　額　貯　金 ▲　9,139 ▲　8,953 ▲　13,863 ▲　10,083

月 定　期　貯　金 ▲　619 ▲　2,923 782 1,857

合　　　　　計 ▲　6,903 ▲　7,392 ▲　8,321 ▲　5,884

通　常　貯　金 ▲　5,866 ▲　7,849 ▲　9,041 ▲　7,620

９ 積　立　貯　金 14 16 6 ▲　17

定　額　貯　金 ▲　19,518 ▲　11,149 ▲　12,541 ▲　10,953

月 定　期　貯　金 ▲　671 ▲　2,713 183 ▲　1,204

合　　　　　計 ▲　26,041 ▲　21,695 ▲　21,393 ▲　19,794

通　常　貯　金 10,177 8,066 5,028

１０ 積　立　貯　金 9 12 ▲　13

定　額　貯　金 ▲　12,205 ▲　10,486 ▲　11,860

月 定　期　貯　金 ▲　607 ▲　1,960 937

合　　　　　計 ▲　2,626 ▲　4,368 ▲　5,908

通　常　貯　金 ▲　7,375 ▲　7,568 ▲　8,074

１１ 積　立　貯　金 ▲　58 ▲　34 ▲　39

定　額　貯　金 ▲　13,528 ▲　10,724 ▲　11,856

月 定　期　貯　金 ▲　909 ▲　2,113 1,647

合　　　　　計 ▲　21,870 ▲　20,439 ▲　18,322

通　常　貯　金 17,626 16,135 13,226

１２ 積　立　貯　金 ▲　111 ▲　102 ▲　95

定　額　貯　金 ▲　17,300 ▲　12,203 ▲　16,600

月 定　期　貯　金 ▲　768 ▲　2,247 4,768

合　　　　　計 ▲　553 1,583 1,299

通　常　貯　金 ▲　2,875 ▲　4,652 ▲　6,036

１ 積　立　貯　金 ▲　54 ▲　44 ▲　49

定　額　貯　金 ▲　11,493 ▲　8,631 ▲　11,679

月 定　期　貯　金 ▲　747 ▲　1,724 3,491

合　　　　　計 ▲　15,169 ▲　15,051 ▲　14,273

通　常　貯　金 6,508 5,675 5,434

２ 積　立　貯　金 ▲　63 ▲　47 ▲　44

定　額　貯　金 ▲　10,906 ▲　9,904 ▲　12,025

月 定　期　貯　金 ▲　876 ▲　1,690 2,336

合　　　　　計 ▲　5,337 ▲　5,966 ▲　4,299

通　常　貯　金 ▲　12,006 ▲　8,614 ▲　9,937

３ 積　立　貯　金 ▲　126 ▲　110 ▲　100

定　額　貯　金 ▲　13,455 ▲　14,238 ▲　20,313

月 定　期　貯　金 ▲　7,851 ▲　2,296 6,199

合　　　　　計 ▲　33,438 ▲　25,258 ▲　24,151
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