
銀行等保有株式取得機構 

特別勘定による株式等買取実績 

 

平成 30年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 46 百万株 907 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り － － 
※平成 30 年度の会員以外（事業法人）からの買取実績はありません 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り － － 
※平成 30 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 

平成 29年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 37 百万株 551 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り － － 
※平成 29 年度の会員以外（事業法人）からの買取実績はありません 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り － － 
※平成 29 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 



平成 28年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 148 百万株 1,118 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り － － 
※平成 28 年度の会員以外（事業法人）からの買取実績はありません 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 2,763 口 11 億円 
※平成 28 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 

平成 27年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 207 百万株 1,481 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り － － 
※平成 27 年度の会員以外（事業法人）からの買取実績はありません 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 75,695 口 186 億円 
※平成 27 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 
 



平成 26年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 39 百万株 421 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 1 百万株 2 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 29,563 口 76 億円 
※平成 26 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 

平成 25年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 47 百万株 486 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 2 百万株 7 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 96,914 口 412 億円 
※平成 25 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 
 



平成 24年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 211 百万株 1,619 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 3 百万株 13 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 61,162 口 244 億円 
※平成 24 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 

平成 23年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 187 百万株 1,120 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 3 百万株 12 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 26,070 口 65 億円 
※平成 23 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 
 



平成 22年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 237 百万株 1,725 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 29 百万株 60 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 11,668 口 45 億円 
※平成 22 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 

平成 21 年度 

（約定ベース） 
 

株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 401 百万株 3,370 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 27 百万株 108 億円 
 
 
投資口（J-REIT）                    （億円未満四捨五入） 
 買取時投資口数 買取実績額 
会員からの買取り 19,564 口 55 億円 
※平成 21 年度の優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実績はありません 

 
 
 
 



平成 20 年度 

（約定ベース） 
 
株式                         （百万株・億円未満四捨五入） 
 買取時株式数 買取実績額 
会員からの買取り 71 百万株 384 億円 
会員以外（事業法人）からの買取り 3 百万株 31 億円 
※平成 20 年度は、21 年 3 月 12 日から同年 3 月 31 日までの買取実績額 
 
※平成 20 年度の投資口（J-REIT）、優先株式、優先出資証券及び受益権（ETF）の買取実

績はありません 
 


