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地方自治体部門のための可能な限り
最も効率的な資金調達
スウェーデンのコミューンならびにランスティング(地方自治体)およびそれら
の関係会社は、スウェーデンの住民に対し、適切に機能する社会に不可欠な
多くのサービスを提供しています。コミューンおよびランスティングの業務の
大部分には税金が充てられ、かかる業務が可能な限り効率的に運営されるこ
とが住民の利益にかなうのです。

１つの取組みが、コミューンおよびランスティングにより行われる投資につ
いて安定した費用効率の高い借入れによる資金調達を確保することです。だか
らこそ、スウェーデンのコミューンおよびランスティングは共同で公社を所有し
ているのです。公社は、組合員および顧客に対して、資金調達、能力開発および
協力を提示しています。公社はまた、借入れによる資金調達に関する事項につ
いて地方自治体部門を代表しています。

国際情勢にかかわらず安定した資金調達
公社の任務についての非常に重要な側面は、金融市場の動向にかかわらず、ス
ウェーデンのコミューンおよびランスティングが借入れによる資金調達ができ
るようにすることです。したがって、公社の業務は、リスクに対しては保守的な見
方を保ちつつ、かなりの準備金を擁して実行されています。

健全な投資
魅力的な借入条件の提供を可能とする前提条件は、公社自身が国内および
海外の借入市場において魅力的な借り手であることです。公社は、投資家に選
別した広範な投資商品や通貨を提供しています。最上位の格付けであるAaa/
AAAを取得しているため、公社は、世界で最も信用力の高い発行体の1つとい
えます。公社の借入業務のリスク・ウェートは、現行のキャピタル・カバレッジ・ル
ールによれば最も低いものとされています。

    

公社の任務および役割 
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地方自治体部門の公社を通じての協力は、当該部門の
資金調達の効率化を高め、財政安定の向上を支援する
ことが意図されています。公社は、スウェーデンの地方
自治体部門向けの最大手の貸し手であり、当該部門の
外部借入全体の約45％を占めています。スウェーデン
のコミューンおよびランスティングが財務管理に関し、
公社を自然な選択肢とすることが公社のビジョンです。

公社1は、1986年に9つのコミューンおよびランスティン
グ・エーレブローにより設立された際、不変のシンプル
なコンセプト(地方自治体向け貸付資金調達市場にお
いてより良い借入条件を得るために協働すること)を持
ち、それは今日の公社の業務においてもなお浸透して
います。2012年度末現在、かかる協力は90％近いスウェ
ーデンのコミューンおよびランスティングに相当する274
のコミューンおよびランスティングにわたっています。
　Kommuninvestグループは主として、持分保有者/組
合員による組合組織であるスウェーデン地方金融協同
組合、信用専門会社(credit market company)であるス
ウェーデン地方金融公社から成り、公社ですべての営業
活動が実施されています。信用専門会社はまた、スウェー
デン地方不動産会社(Kommuninvest Fastighets AB)を
所有しており、同社がエーレブローにおける不動産を所
有、管理しており、信用専門会社はそこで業務を行ってい
ます。スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方金
融協同組合の完全所有子会社です。
　公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティン
グが安定した費用効率の高い資金調達を可能とする手
段としての役割を担っています。その業務は、地方自治

体の事業活動の借入れによる資金調達におけるリスク
を低減するのに役立っており、したがって、地方自治体
部門の財政安定の向上に寄与しています。

極めて高い信用力

持分保有者/組合員による連帯保証
スウェーデン地方金融協同組合の組合員はすべて、信
用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の債務を
連帯保証の形で明確に保証しています。コミューンおよ
びランスティングは、破産宣告を受けたり、合併の場合を
除いて消滅することがなく、地方自治体部門の活動に対
して政府が最終的な責任を負い、またスウェーデンのコ
ミューンおよびランスティングは課税権を有するため、こ
の保証は、とても強いものとみなされています。

スウェーデン地方金融協同組合
－ 持分保有者/組合員による組合組織
•	資金調達に関する事項について地方自治体部門を

代表
•	照会機関
•	公選された地方自治体役員関係者のネットワーク
•	スウェーデン地方金融公社を所有

スウェーデン地方金融公社  
－ 信用専門会社
•	資金調達
•	信用に関するアドバイザリー・サービス
•	外部モニタリング
•	教育

1    過年度の要約 スウェーデン地方金融公社

公社の概要

      
	 2012年	 2011年 2010年 2009年 2008年

総資産(十億クローネ)	 283.3	 234.0	 190.2	 183.1	 142.7	
貸付金(十億クローネ)	 201.0	 168.1	 133.7	 123.6	 104.7	
利益(百万クローネ)	 320.6	 300.6	 140.6	 170.6	 44.5

組合員数、合計	 274	 267	 260	 248	 223	
うちコミューン	 266	 259	 253	 241	 216	
うちランスティング	 8	 8	 7	 7	 7

資本(総資産に対する自己資本の比率、％)	 0.61%	 0.81%	 0.99%	 0.40%	 0.34%
調整後資本(1)	 0.95%	 0.95%	 0.99%	 0.40%	 0.34%	
キャピタル・カバレッジ比率(2)	 3.80	 5.71	 10.09	 4.24	 3.35

資本組入れおよびキャピタル・カバレッジ(自己資本比率)についての
詳細は、16頁-17頁および注記29をご参照下さい。

(1) 2012年度業績に関連する資本注入の見込額(未承認)を調整後の自己資本(16頁をご参照下さい。)。     

 (2) バーゼルⅡ規則およびEU自己資本指令における第1の柱である、所要自己資本で自己資本を除したもの。

     

1 3頁-9頁において、「公社」とは、文脈により、組合組織であるスウェーデン地方金融協同組合および/または信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社を表すために用いら
れています。10頁以降について、「公社」とは、特に明記されていない限り、スウェーデン地方金融公社をいいます。1993年のスウェーデン地方金融協同組合の設立前には、協同
事業は、1986年に設立された公社(旧名称Kommuninvest i Örebro län AB)により運営されていました。1993年に、公社は名称をKommuninvest i Sverige ABに変更しました。
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良好な資産内容
スウェーデン地方金融公社の商品およびサービスは、ス
ウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューン
ならびにランスティングおよびかかる地方自治体の保証
がある場合には、それらが持分の過半数を所有する関係
会社、地方自治体の団体や連合体にのみその利用が可
能です。公社の貸付業務は、現行のキャピタル・カバレッ
ジ・ルールにおいて、リスク・ウエートはゼロであるとさ
れています。

最上位の格付け
公社は、独立した格付機関2社から最上位であるAaa/
AAAの信用格付を得ています。

2012年12月31日現在の

参加コミューン

2012年12月31日現在の

参加ランスティング

成長		
2017年度末までに、貸付けを地方自治
体部門の外部借入の70％とすることで
す。2012年度末現在、その割合は46
％(前年度：40％)でした。

地方自治体部門の借入債務全
体における公社の割合

総資産に対する調整後
自己資本の比率 (4頁参照)

貸付高に対する安定化政策
費用を除く管理費の比率

目標および目標達成度－スウェーデン地方金融公社
事業についての長期的な重点施策の裏付けるとするために、成長、安定性および効率性についての戦略目標に対して公社の取組
みが定められています。

安定性		
2017年度末までに、自己資本を総資産
の少なくとも1.5％相当とすることで
す。2012年度末現在、これは0.61％(前年
度：0.81％)でした。2012年12月31日現
在、還元および投資資本の支払が16頁の
記載に従ってなされていたならば、自己
資本は総資産の0.95％(前年度：0.95％)と
なっていたことになります。

効率性
2017年度末までに、業務に係る管理
費を貸付高の最大0.08％とすることで
す。2012年度、業務に係る管理費は、
安定化政策費用を除き、0.08％(前年
度：0.09％)でした。

2009年		2010年		2011年		2012年		2017年目標 2009年		2010年		2011年		2012年		2017年目標2009年		2010年		2011年		2012年		2017年目標

			0.40%				0.99%				0.95%				0.95%									 1.5% 0.09%				0.10%			0.09%			 0.08%								0.08%	34%			 		 35%					 	40%							46%								 70%

2 3 4
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エレン・ブラムネス・アルヴィドソン、取締役会副会長

土台の強化
2012年度において、公社はさらに堅固な成長を遂げま
した。公社の資本強化に係る取組みは計画どおりに進
捗しており、組織は拡大する業務および外部の需要に
適応し、方策およびプロセスはさらに発展しています。

規模の利益を実現するために地方自治体間において協
力するという公社のシンプルな考えは、公社の強みでも
あります。事業コンセプトは、利害関係者に容易に理解さ
れており、取締役会および従業員に明確な焦点をもたら
します。特に、業務を効率的に遂行する状況を提供し、リ
スクを良好に管理します。

公社の取締役会に対して公社の持分保有者が課し
た任務は、毎年採択される持分保有者指令に明示され
ています。この指令は、取締役会がその業務、とりわけ資
本構築およびリスク管理において、いかに重点的に取り
組むべきかに係る明確な枠組み作りに寄与しています。

将来的な自己資本規制の不確実性
規制の波が、金融市場および信用機関に押し寄せてい
ます。規制は、個別機関の事業および信用市場関係者
間の関係双方に影響を及ぼします。

信用機関の事業について制定された規則は、主とし
て、大規模かつ複雑な銀行業務に関連するリスクから金
融システムを保護することについて詳細に定めているよ
うに見受けられます。事業がより特化しており、また、リス
ク・プロファイルがより低い市場参加者については、これ
らが直面するリスク・シナリオとは全く異なるリスク・シ
ナリオのために構築された自己資本規制システムに組
み込まれる可能性があることが明らかになっています。

公社の自己資本を将来的に著しく増強する必要が生
じるかどうかについては、引き続き不確実です。総資産
に対する自己資本比率の最低水準を設定したいわゆる
レバレッジ比率を欧州において2018年から導入する計
画は確定しましたが、その水準については未確定です。

多くの照会機関と同様に、公社はリスクに従い区分
されたレバレッジ比率を支持しています。EU内では、リ
スクの低い機関に係るレバレッジ比率は、通常の機関
に要求される水準の50％を上限とすることが議論され
てきました。公社については、これにより1.5％のレバレ
ッジ比率が必要となります。

取締役会は、2011年度の利益について、持分保有
者により採択され、2012年度に導入された資本組入れ
モデルを通じて、公社がかかる水準に合理的に達するこ
とができるであろうことを確信しています。16頁-17頁に

詳述されるこのモデルにより、協同組合の年次総会にお
いて決議された後、公社が生み出した利益が協同組合の
組合員に分配されることになります。これによる利点は、
公社が調整後自己資本を引き続き強化することができる
ということです。調整後自己資本は、3年間で貸付高が60
％増加する一方で、倍以上増加しています。

当初提案された3％のレバレッジ比率は、協同組合
の組合員が著しい自己資本の強化に向けて対処する必
要が生じるであろうことを意味します。

この状況において、公社が組合員の強力な支援を受
けていることは心強いことです。これは、公社の自己資本
を強化するために2010年に協同組合が10億クローネの
劣後ローンを発行した際に、すべての組合員が参加す
ることを選択したことでも明らかです。公社の調査では、
公社に対する支援が広がっていることを示しています。

成長の正常化
資本市場のその他の部分の発展を導くための規制もま
た改定されており、市場参加者は注力先を調整してい
ます。公社では、競争状況に変化が現れていることを認
識しています。地方自治体部門は、銀行が自身のバラン
スシートを通じた貸付けを減らしていることが一部要
因となって、独自の資金調達活動を増やしています。こ
の背景において、公社にとってより正常な水準の成長が
期待できます。

公社にとって、その顧客に最も有利となるような資金
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調達を提供し続けることが重要です。持分保有者の決定
に従い、貸付けのより高い利ざやを通じて業務から資本
組入れを行う必要性は、価格決定において引き続き、利
ざやの追加の重要な部分を構成する資本強化の要素の
影響を受けることを意味しています。

これは、公社が高い費用効率を維持する重要性を
浮き彫りにします。公社の資本組入れの目標と競争状
況に関連して継続的に価格決定を調整する必要があ
るということは、公社の貸付けの利ざやが時間の経過と
ともに変動することを表しています。さらに、これは未実
現の市場価値変動およびIFRSベースの調整後の業績
に影響を及ぼします。公社は金融資産および負債を満
期まで保有することを意図しているため、これらの価値
は実現されません。

リスク管理に対する注力
スウェーデン地方金融公社の取締役会は、多様な範囲、
特性および重要度のリスクを扱うという事実から、最大
の注意を払いながら任務に取り組んでいます。業務の拡
大に伴い、オペレーショナル・リスクや組織リスクが高ま
ります。また、規制環境の変化は、新しい規制システムの
仕組みおよびその施行時期に係る不確実性を伴います。
世界経済の他の地域における傾向は、借入れに係るリス
クに影響を及ぼしますが、地方自治体の財政にも影響を
及ぼすため、公社の貸付けに関連するリスク分析にも影
響を及ぼします。これらを監視および管理することは、取
締役会の中核的な任務です。
　その結果、取締役会は公社の事業およびリスク・プロ
セスを確実なものとするために少なからぬ資源の投資
を行っています。とりわけ、個別のカウンターパーティ・
リスクの評価が取締役会レベルに引き上げられていま
す。これは自然な展開です。金融規制が新たに発生する
中で、リスクに対するより大きな責任が取締役会に課さ
れるようになっており、取締役会はこれを真剣に受け止
めています。

借入れの分散による安定
公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログラムは、現
在3年目であり、スウェーデンにおいて地方自治体債券
の新しい市場の確立に寄与しており、2013年度の期首
残高は約1,500億クローネでした。これは、投資家が国
債およびモーゲージ債券等の従来の資産クラスに代わ
る投資先を求めていることを表しています。
　公社は、公社の計画に従い、スウェーデンにおける借

入れが、長期的視野において公社の資金調達額の約半
分を占めるよう、かかるプログラムの構築を継続していく
所存です。かかるプログラムの流動性を促進することが
鍵となっています。

　同時に、資金調達を分散することに重点を置き続
けることも重要です。長い間、公社は日本で資金調達を
行ってきました。また、公社はオーストラリア/ニュージー
ランドにおいて、カンガルー/カウリ資金調達プログラム
を設定しました。2012年度に、公社は米国の国内投資
市場に参入しました。公社の主要ターゲット先である投
資家グループにおける公社の地位は強化されています。

強固な位置付け
質の高い発行体が高い需要を満たす投資環境におい
て、スウェーデンの地方自治体部門を背景に有する公
社は、良好な発展を継続するための好機を享受してい
ます。公社の安定は、地方自治体部門の財政安定に寄
与するだけでなく、スウェーデン経済全体の安定にも寄
与しています。

取締役会からは、公社が2012年度においても変革
のプロセスを継続していることをご報告申し上げます。
主要な個人に対する依存度は減少しており、組織は、新
しい要件および期待に応えるためにより良く適応して
きています。これは、長期的には公社にとって、安定した
費用効率の高い資金調達を提供し、顧客に可能な限り
最大の便益をもたらすという任務を遂行するために必
須です。

スウェーデン地方金融公社

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会副会長
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金融面における協力
―  持続可能なコンセプト

設立後26年を経過して、地方自治体がより効率的かつ
安定した資金調達を確保するために協力するという概念
は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングの約
90％を網羅するまでになりました。2012年度において、
公社はさらに組合員や顧客を獲得し、海外投資家の間に
おいて地位を強化しています。

いくつもの主要経済国における需要の低迷や不況に伴
い、世界経済は厳しい状況にあります。多くの国におい
て、中央政府の財政は、増税および/または公共消費の
削減によって収支を均衡させる必要があります。さらに、
世界中の銀行システムが新しい金融規制に対応するに
従い、大幅な信用収縮が起きています。世界経済が信用
依存から脱却するまで、成長は長期にわたって標準未満
にとどまることが予想されます。

当然、スウェーデンのような開放的かつ輸出依存型
の国家が影響を受けています。2012年度下半期以降の
労働市場の低迷が明らかな兆候です。経験上、私たちは
これが最終的には地方自治体当局の歳入に影響を及ぼ
すことを知っています。これは、失業率が上昇すると税収
源が減少するためです。赤字で運営している当局の数も
すでに増加しています。

しかしながら、地方自治体部門は、待ち受けている
困難に対処するための手段を整えています。地方自治
体当局の多くは、未だ黒字であり、負債も比較的低い水
準にあります。

地方自治体における新しい資金調達の状況
スウェーデンのコミューンおよびランスティングは、2012
年度においても引き続き好条件において借入れによる
資金調達を行うことができました。しかしながら、状況は
著しく変化しています。特に、資金調達コストの増加に反
映されていますように、銀行の地方自治体に対する融資
意欲は減退しています。この傾向は過去数年継続してお
り、新しい金融規制の影響により今後も続くことが予想さ
れています。多くの地方自治体当局において、現在、実際
には2種類の資金調達方法があります。公社を通じた借
入れと、資本市場からの独自の借入れです。

戦略に沿った安定的な発展
公社にとって、2012年度は引き続き組合員数と貸付高
がともに増加し、安定した業績が得られた年でした。特
に、海外の資金調達市場における公社のますます堅固
な位置付けに満足しています。公社は今日、そのカテゴ

トーマス・ヴェーングレン、社長兼最高経営責任者

リーにおいて最大の発行体の1つとみなされています。
2012年度において、スウェーデン地方金融協同組

合は、スウェーデンの地方自治体では最大規模の借り手
であるヨーテボリ市およびセーデルテリエ・コミューンを
含む7の組合員を新たに獲得しました。これは、より大き
い地方自治体当局が組合参加への感心を高めることに
寄与しています。

2012年度において、公社の貸付高もまた堅調な増
加を示しました。公社により仲介された貸付高は、2000
年から毎年15％超増加しています。これは、協力というコ
ンセプトが主要な需要に対応しているという現れです。

公社への持分保有者指令は、今後予想される規制
要件に対応する水準まで資本を引き上げる目的にお
いて、業績を高めることを求めています。貸付高の増加
および近年の利ざや水準の改善は、純利息収益を大幅
に改善させることに寄与しました。しかしながら、2012
年度における利ざやの調整は、IFRSに従った市場価値
変動へ比較的強い影響をもたらしています。公社は、そ
の資産および負債を満期まで保有することを意図して
いるため、これらの価値は通常実現されません。未実現
の市場価値変動の影響を除く営業利益は、500百万ク
ローネ(SEK)を超えました。

公社の費用は、総資産の傾向および変更された規
制制度の影響を受けます。2012年度において、主とし
て安定化政策費用に係る費用の増加に伴い、費用は4
％増加しました。しかしながら、総資産に対する費用の
水準は低下しており、2012年度通期では、公社の長期
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目標よりも低い数字でした。その重要な成功要因は、営
業効率です。

費用は、多くの公社従業員に関係した大規模プロジ
ェクトである新しい業務体制の導入による影響を受けて
います。この体制は、公社のプロセスの質および効率を
向上させる継続的な取組みに重要な影響を及ぼします。

海外債券市場における存在の強化
近年、公社の資金調達額は、流動性の高い借入プログ
ラムを維持し、また国内外の債券市場において頻繁に
債券を発行する発行体となるために必要十分な量に達
しています。公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログ
ラムは、2010年末にローンチし、スウェーデンの債券市
場において新しい資産クラスを確立しました。このプログ
ラムは、順調に発展していますが、投資家基盤の拡大の
ためにさらなる作業が必要です。

2012年度において、公社は、グローバル・ベンチマー
ク債と称する債券の発行回数を増やし、これまでは1年
に1件であったのと比べて、3件の取引を完了しました。
効果の1つは、価格の着実な増加と投資家の関心の高
まりです。例えば4月の発行では、各国中央銀行や公的
機関による参加は過去最高となりました。10月の発行で
は、米国の国内機関投資家が初めて参加し、今日までに
北欧の公的機関が発行した最大案件の1つとなっていま
す。すべての主要な債券市場において存在を確立するこ
とは、公社の長年の優先事項の1つであり、現在これが達
成されたことに満足しています。

福祉投資の影響による地方自治体の負債の増加
人口構造の変化ならびにインフラおよび施設の老朽化
により、広範な新規投資または再投資の要求が地方自治
体の福祉に対して課され、地方自治体部門の名目負債額
が増加しています。公社の計算によると、2011年度より
は鈍化したものの、2012年度において負債額は引き続
き増加しました。多くの地方自治体当局がその財政の健
全性を保つために慎重を期してはいるものの、当然のこ
とながら、負債額を監視することは重要です。バランスシ
ートには限度があることを認識しなければなりません。

負債額の増加は、主として人口が増加している共同
体や地域に集中しています。投資は、住宅、学校、道路、
保健医療および地方自治体の公共交通等の基本的な
地方自治体のサービスに重点を置いています。これは、
増加する資金調達コストに対して補助があり、借入資
金は必要な投資に使用されていることを表しています。

さらに、負債比率は比較的低水準です。地方自治体
部門は、負債比率を2000年度以来GDPの11-13％の間
に維持しています。

安定化政策費用の増加
今日、公社はスウェーデンの地方自治体部門における最
大の貸し手であり、また、対外借入全体の約45％を占め
ています。その結果、公社は、コミューンおよびランスティ
ングの財政的な安定のための中心的な役割を担ってお
り、地方自治体部門の借入れによる資金調達コストに対
して大きな影響力を有しています。

過去数年において公社は、2009年の導入当初期待
されていたリスク別の安定化政策費用の法案を待ち続
けていました。財政危機委員会が2013年1月に公表した
中間報告書から判断する限り、これにはまだしばらく時間
がかかりそうです。これはとても残念なことです。2012年
度において、安定化政策費用は公社の管理費全体の40
％を占めており、地方自治体部門がより高い借入コスト
を通じて安定化政策費用を補わざるを得ません。

安定化政策費用の現在の仕組みが信用機関の業
務におけるリスクを考慮に入れていないという事実は、
公社、スウェーデンのコミューンおよびランスティングな
らびに福祉部門に対して過度の負担を強いています。

公社従業員への謝意
公社の業務は、有能かつ意欲的な従業員に高く依存し
ています。これらの従業員は、日常的な業務において公
社の価値観に沿い、事業のさらなる発展のために尽くし
てくれています。過去1年間を振り返り、多くの献身的な
個人に囲まれていることに私は誇りと満足をあらためて
感じています。従業員の懸命な働きに謝意を表します。

エーレブロー、2013年2月

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者
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取締役会報告 
      地方自治体の借入れによる資金調達 

公社は、スウェーデンの地方自治体向け信用市場にお
ける信用の提供者として事業を展開しています。2012
年度末現在、かかる市場は約4,300億クローネ(前年
度：4,130億クローネ)1と見積られており、スウェーデン
のコミューンおよびランスティングの外部借入総額に相
当するものとなっています。

2002年度から2012年度までの期間にわたり、地方自治
体部門の外部借入総額は名目ベースで増加し、1,200億
クローネをわずかながら上回りました。かかる増加は主
として、地方自治体当局および地方自治体の関係会社に
よる投資のペースが上がったことによります。投資は、地
方自治体当局がその責務とする多くの分野にわたり、イ
ンフラ、住宅供給およびエネルギー供給の分野に重点
が置かれています。一方、債務水準の対GDP比は引き
続き安定しています。2012年度末現在、地方自治体当
局の借入れは、対スウェーデンGDP比で、2002年度が
12％であったのに対して、12％2 と見積られています。

コミューンおよびランスティングは、借入れについて3つ
の原則的な方法を用いています。
• スウェーデン地方金融公社を通じての借入れ
• 銀行部門または他の相対当事者を通じての借入れ
• 金融市場および債券市場を通じての借入れ

様々な資金調達方法ごとの借入れの推移および内訳
はグラフ 5 に示されています。借入れの形態の選択に
おける転換は、2012年度においても継続しました。こ

れにより、公社を通じての借入れも、独自の資本市場プ
ログラムによる借入れも引き続き増加しました。一方、
同時に、地方自治体当局の銀行部門を通じての借入れ
は減少しました。

公社の地位
公社を通じて行われている地方自治体部門の借入れの
割合は、2000年度以降大幅に増加してきました。主な理
由は、スウェーデン地方金融協同組合の新規参加の組合
員数が多かったことであり、これによりますます多くの地
方自治体当局および地方自治体の関係会社が、スウェー
デン地方金融公社から借入れを行うようになりました。
同時に、新しい金融規制を受けて銀行の競争力は徐々
に弱化しつつあり、第一に公社に、さらには主に大きな
地方自治体である借り手にとっての選択肢である資本市
場を通じての借入れにも恩恵をもたらしています。2012
年度における地方自治体の借入市場についての公社の
評価に基づけば、当該年度末現在で公社は46％(前年
度：40％)を占めました。銀行部門を通じての借入れは
32％(前年度：41％)を占め、また地方自治体当局の独
自の債券プログラムやコマーシャル・ペーパー・プログラ
ムによる直接借入が22％(前年度：19％)を占めました。

損益についての比較数値は、特段の記載がない限り、前
年度(2011年1月1日－12月31日)の数値です。貸借対照
表およびリスクについての比較数値は、特段の記載がな
い限り、前年度末日(2011年12月31日)現在の数値です。

1 本年次報告書公表時点で、2012年度の完全なデータ、すなわちコミューンおよびランスティングの年次報告書は入手不能です。
2 出所：公社による計算

借入総額、十億クローネ 対GDP比、％
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2012年度末現在、公社の貸付総額は2,010億クローネ
(前年度：1,681億クローネ)に上りました。かかる増加は、
地方自治体部門において全般的に借入れが増加したこ
と、公社が顧客の資金調達においてますます大きな割合
を占めてきたこと、およびスウェーデン地方金融協同組
合の組合員数が増加したことによって説明されます。当
該年度末現在、スウェーデン地方金融公社は、728(前
年度：686）の顧客を有していました。

組合員の増加
2012年度中、スウェーデン地方金融協同組合は、7の新
規組合員を迎えました。エンショーピング・コミューン、オ
ーモール・コミューン、ヴァルナモ・コミューン、セーデル
テリエ・コミューン、シェブデ・コミューン、ヨーテボリ市お
よびスンドビィベリィ市です。このように協同組合は、274
の組合員(そのうちコミューンが266、ランスティングが8)
を擁しています。スウェーデンのコミューンの92％、ラン
スティングの40％が組合員です。組合員である地方自治
体の住民は、スウェーデンの人口の73％(前年度：65％)
を占めています。

2012年度における貸付け
2012年度末現在、公社の貸付総額は2,010億クロー
ネ(前年度：1,681億クローネ)に上りました。名目ベー
スでは、貸付総額は前年度比で19％(前年度：25％)増
の1,979億クローネ(前年度：1,657億クローネ)でした。
公社の貸付けはすべて、スウェーデン地方金融協同組
合の組合員であるコミューンおよびランスティングに供

貸付け

十億クローネ

組合員数

貸付高

エンショーピング・コミューン 
組合員 No. 268

オーモール・コミューン
組合員 No. 269 

ヴァルナモ・コミューン 
組合員 No. 270

セーデルテリエ・コミューン 
組合員 No. 271

ヨーテボリ市 
組合員 No. 272

シェブデ・コミューン 
組合員 No. 273

スンドビィベリィ市 
組合員 No. 274
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与されています。ただし、保証が付与される場合には、組
合員が持分の過半数を保有する関係会社および地方自
治体の団体や連合体にも供与されています。貸付全体の
うち、コミューンおよびランスティングが45％(前年度：44
％)、地方自治体の関係会社が55％(前年度：56％)を占
めました。地方自治体の住宅供給会社は貸付全体の31
％(前年度：32％)を占めました。公社の貸付高の増加は、
地方自治体部門において全般的に借入れが増加したこ
と、公社が顧客の資金調達においてますます大きな割
合を占めてきたこと、およびスウェーデン地方金融協同
組合の組合員数が増加したことによって説明されます。
これらの説明は、過去10年間にわたる公社の貸付けの
成長についても当てはまります。対GDP比で、地方自治
体部門の債務水準は引き続き安定しています(10頁を
ご参照下さい。)。
 
市場の状況
地方自治体部門に対する銀行による貸付けは、ここ数年
で徐々に減少してきました。最大の原因の1つは、2013
年から2018年の間に段階的に導入されることになって
いる新しい金融規制、すなわちバーゼルⅢです。この新
しい規制は、銀行および他の金融機関が以前よりも多
くのかつ優良な資本を保持することを要求しており、さ
らに新しい追加の流動性要件も課せられています。概し
て、銀行が全般に自身よりも信用度の高い地方自治体当
局に競争力のある資金調達ソリューションを提供するこ
とはさらに難しくなっています。地方自治体当局に資金
を直接貸し付けるよりも、銀行は資本市場で地方自治体
当局のために資金調達をアレンジすることを模索してお
り、主に大きな地方自治体である借り手にとっての資金
調達の選択肢となっています。ここ数年の経済危機の中、

資産分類としては地方自治体の信用に対する需要が投
資家の間で増加しましたが、かかる需要は、市場のリスク
選好度によって左右されるもので、流動性へのアクセス
に混乱を起こさせる可能性があります。公社の地方自治
体部門への貸付けは、当該部門自身の金融市場および
債券市場を通じた借入れよりも急速に増加しています。

公社貸付商品
公社は、顧客のニーズに合うよう企図された貸付商品を
提供しており、かかる商品は短期または長期に資本固定
されたもの、固定金利または変動金利によるもの、および
期限前償還条項付または同条項が付かないものです。

2012年度の約定済みの貸付け(新規の貸付けおよ
び既存の貸付けの更新)は、1年超の資本固定の貸付け
58％(前年度：63％)および1年未満の資本固定の貸付
け42％(前年度：37％)で構成されていました。1年間から
3年間の資本固定の貸付けは、全体の30％(前年度：21
％)を占めました。当該年度末現在、資本が公社の貸付
ポートフォリオに固定されていた平均期間は1.9年(前年
度：1.8年)でした。貸付けの貸付商品別内訳については、
以下のグラフに示されています。

債務管理およびその他のサービス
公社では、単に競争力がある貸付けといったことにとど
まらない顧客のニーズの中でも、効率的な財政管理を
支援することが可能です。このため、インターネット・ベ
ースの分析ツールや効率的な財政管理モデルも提供
されています。

ランスティング、1％(前年:1％)

エネルギー供給会社、7％
(前年:7％)
その他の会社、17％(前年:17％)

住宅供給会社、31％
(前年:32％)
コミューン、44％(前年:43％)

通知までの3ヵ月物STIBOR商
品、9％(前年12％)

公社金利商品、20％
(前年32％)

固定金利商品(資本固定)
(スウェーデン地方自治体債券
プログラムに対する貸付けを
含む)、41％ (前年37％)

STIBOR商品(資本固定)、
30％(前年19％) 
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その他、2％(前年4％)

ノルウェー・クローネ、2％
(前年3％)
豪ドル、2％(前年5％)

英ポンド、9％(前年1％)

日本円、17％(前年39％)

米ドル、36％(前年11％)

スウェーデン・クローネ、
32％(前年37％)

公債、5％(前年1％)

私募、15％(前年17％)		

日本における債券の売出し、
19％(前年43％）	

ベンチマーク債、32％(前年8％)

	スウェーデン・ベンチマーク債
プログラム、29％(前年31％)

資金調達
リスクの低い発行体への需要が好調であったことによ
り、2012年度において公社が有利な条件で資金調達活
動を継続させることができました。当該年度末現在、借
入総額は2,629億クローネ(前年度：2,222億クローネ)
に上りました。

公社の貸付けは、国内資本市場および国際資本市場に
おける短期および長期の借入プログラムによって資金
が調達されています。資金調達戦略は、市場、通貨、商
品および投資家を見据えながら、分散された資金調達
源に基づきます。資金調達を分散することにより安定性
が強化されています。すべての借入れは、スウェーデン・
クローネ、ユーロまたは米ドルにスワップされています。

公社は、「ソブリン債」の分類で、国際借入市場におい
て有価証券を発行します。公社自身と比較される借り手
としては、欧州投資銀行、ドイツ復興金融公庫(KfW)(ドイ
ツ)、ノルウェー地方金融公社(Kommunalbanken)(ノルウ
ェー)、デンマーク地方金融公庫(Kommunekredit)(デンマ
ーク)、フィンランド地方金融公社(Municipality Finance)(フ
ィンランド)、Nederlandse Waterschapsbank(オランダ)、北
欧投資銀行およびドイツ農林金融公庫(Rentenbank)(ドイ
ツ)が挙げられます。

2012年度における資金調達
2012年度末現在、公社の借入総額は2,629億クローネ
(前年度：2,222億クローネ)に上りました。

当該年度において、1,231億クローネ(前年度：854
億クローネ)の借入れが、年限1年超の長期債券の形態
で行われました。借入れは、満期が到来する既存の借入
れを借り換えるため、貸付業務における新規の借入れ
の資金を調達するため、また市況を踏まえた流動性準
備金の額および貸付ポートフォリオの額を調整するた
めに行われています。

2012年12月31日現在、取消可能な借入れが満期ま
で保有されることを前提とする場合、公社の借入残高の
平均満期は5.5年(前年度：6.2年)でした。かかる算定に
おいて最も早い償還が適用されていたとする場合、平均
満期は3.7年(前年度：4.5年)でした。

市場の状況
公社の発行に対する需要は2012年度を通して良好で
した。説明の1つは、公社が、ムーディーズおよびスタン
ダード・アンド・プアーズそれぞれから最上位の信用格
付Aaa/AAAを有し、アウトルック(格付見通し)が安定的
とされる、縮小しつつある発行体のグループに属してい
ることです。他の側面の中でも、信用格付は、スウェーデ
ン地方金融協同組合の組合員により引き受けられた連
帯保証、リスク管理、市場での地位および公社の資産内
容に基づくものです。

公社は、海外およびスウェーデン双方において、いわ
ゆるベンチマーク債プログラムと呼ばれる大口の債券プ
ログラムにおける資金調達を増やすことを積極的に模索
しています。公社のEMTN(ユーロ・ミディアム・ターム・ノ
ート)プログラムの枠組み内で、当該年度中に3件の大口
ベンチマーク債による借入れが行われました。全件とも
投資家界の反応は良く、各国中央銀行や公的機関によ
る高い参加率を享受しました。当該年度の最後のベン
チマーク債取引において、ローンのドキュメンテーショ
ンが米国の規則に合わせて調整されたため、米国の国
内機関投資家が初めて公社の債券を購入する機会を
提供されました。

総額361億クローネ(前年度：263億クローネ)がスウ
ェーデン・ベンチマーク債プログラムにおいて発行され、
当該年度末現在の残高は531億クローネ(前年度：268
億クローネ)でした。

借入れの通貨別内訳、2012年度 
(コマーシャル・ペーパーによる借入れを除く)

借入れのプログラム別内訳、2012年度  
(コマーシャル・ペーパーによる借入れを除く)
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流動性準備金の投資先格付別内訳
2012年12月31日現在  

流動性準備金の投資先発行体別内訳  
2012年12月31日現在 

Baa1/BBB+ から Ba1/BB+1 まで  
0.2% (前年0.3%)
無格付のスウェーデンの地方自治体 
0.3％(前年0.9％)
A1/A+ から A3/A-まで2.4% (前
年 4.1%) 
Aa1/AA+ から Aa2/AA まで 
2.4% (前年 5.3%)
Aa3/AA-  10.4% (前年9.3%)

Aaa/AAA		84.3%	(前年 80.1%)

流動性管理
2012年度末現在、公社の流動性準備金は711億クロー
ネ(前年度：521億クローネ)に上り、貸付額の35％(前年
度：31％)に相当しました。金融市場に不確実性があった
結果として、当該年度の流動性管理は、準備金の水準の
引上げおよび満期までの残存期間が短い国債への集中
を特徴としていました。

金融市場において不確実性のある時期においても公社
の顧客が流動性へアクセスできるようにするために、スウ
ェーデン地方金融公社の取締役会は、公社が貸付総額
の20％から40％までの流動性準備金を有することとす
る旨を決議しています。当該準備金の大部分は、スウェー
デン中央銀行で担保として適格なものとすべきとされ、
担保を差し入れる場合にスウェーデン中央銀行におい
て公社が流動性を確保できることを意味します。

流動性準備金に関する投資規則
厳格な規則および保守的なアプローチが公社の流動性
準備金の指針となっています。投資は主として、各国政府
または政府保証付の金融機関により発行された有価証
券に対して行われるものとされます。満期は5.5年を超え
ることはできません。詳細な情報については、20頁のリス
ク管理の項または公社のホームページをご参照下さい。

RIXへの参加が流動性への備えを強化
公社がスウェーデン中央銀行の資金決済システム(RIX)
に参加したことにより、スウェーデン中央銀行の金融市
場活動に参加し、日中および翌日のクレジット・ファシリ
ティへアクセスする機会が提供されることから、金融市
場が不安定な時期においても流動性へのアクセスが強
化されています。

2012年度における流動性準備金
主として欧州債務危機の継続の結果、流動性準備金の
管理運用は特に慎重に浸透されました。これにより、信
用度の最も高い国により発行された、満期までの残存期
間が短い有価証券に対する投資への転換が生じました。

2012年度末現在、流動性準備金の31％(前年度：41
％)は信用度の最も高い国または政府関係機関により
発行された有価証券に対して、当該準備金の36％(前
年度：22％)は満期までの残存期間が4ヵ月未満の有価
証券に対して投資されました。また75％(前年度：63％)
はスウェーデンおよびドイツの発行体により発行され
た有価証券に対する投資で構成されていました。当該
準備金の82％(前年度：84％)は、担保として受領され

た有価証券を除き、各国中央銀行とのレポ取引に適格
なものでした。

当該年度末現在、公社では、ギリシャ、アイルランド、
イタリア、ポルトガルまたはスペインへの直接的エクスポ
ージャーは有していません。当該年度中、公社は、スペイ
ン開発金融公庫(Instituto de Crédito Oficial)(スペイン
国家の保証が付された銀行)への80百万米ドルおよび
50百万ユーロの2件の投資を処分しました。公社の信
用リスク・エクスポージャーに関する追加情報について
は、注記3をご参照下さい。
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1 ノルウェー輸出金融公社(Eksportfinans ASA)
(ノルウェー)により発行されたもの

国際機関、1.5％(前年1.4％)

銀行(北欧)、2.3％(前年4.9％)		

銀行(欧州)、2.9％(前年6.8％)

各国政府、14.2％(前年16.9％)
地方自治体および
非政府系公的機関、
15.0％(前年22.3％)
スウェーデンのカバード・
ボンド、43.3％(前年18.3％)

政府関係機関、
16.2％(前年24.3％)
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業績
2012年度の公社の営業利益は、249.1百万クローネ

（前年度：396.1百万クローネ）でした。純利息収益
は、35％増加して、771.7百万クローネ(前年度：572.6
百万クローネ)でした。

公社の営業利益(処分・税引前利益)は、249.1百万クロ
ーネ(前年度：396.1百万クローネ)でした。営業利益には
マイナス260.9百万クローネ(前年度：13.2百万クローネ)
の未実現の市場価値変動が含まれています。

市場価値変動の影響を除く営業利益は、510.0百万
クローネ(前年度：382.9百万クローネ)でした。処分・税
引後利益は、320.6百万クローネ(前年度：300.6百万ク
ローネ)に上りました。

営業収益合計は、21％減少して、500.7百万クロー
ネ(前年度：636.2百万クローネ)でした。営業収益には、
純利息収益、支払手数料、金融取引純利益およびその
他営業収益が含まれます。なお、収益には争議に関連す
る裁判費用に対する補償としての4.6百万クローネ(前年
度：0百万クローネ)が含まれました。

純利息収益は、771.7百万クローネ(前年度：572.6
百万クローネ)でした。かかる増加は主として、貸付額の
増加はもちろんのこと、持分保有者の意図に沿って貸
付けが新たな高い利ざやで供与されたことにも起因し
ています。

2012年度の金融取引純利益はマイナス267.1百万
クローネ(前年度：72.1百万クローネ)であり、主としてマ
イナス260.9百万クローネ(前年度：13.2百万クローネ)
の未実現の価値変動によりました。これらは主として、借
入れと貸付けの利ざやの増加に起因するものでした。市
場ベースの評価に用いられる利ざやの増加は、貸付けの
公正価値を決定するために用いられる割引金利の上昇
を意味し、貸付けの公正価値を低下させることになりま
す。差異は、満期までの既存の貸付ポートフォリオからの
実際の収益から、貸付けが新しいより高い利ざやで得ら
れたであろう収益を差し引いたものです。

公社は、金融商品の売却に関連した損失をその他包
括利益から当期利益/損失に24.4百万クローネ振り替え
ました(前年度：利益0.2百万クローネの振替え)。公社の
自己債券の買戻しからの利益は、24.1百万クローネ(前
年度：55.8百万クローネ)でした。

費用は251.7百万クローネ(前年度：240.1百万クロ
ーネ)に上り、101.3百万クローネ(前年度：83.6百万クロ
ーネ)の安定化政策費用が含まれていました。総資産に
基づき算定される安定化政策費用の増加は、継続的な

貸付けの増加に起因するものです。安定化政策費用は、
公社の費用合計の40％(前年度：35％)を占めました。

安定化政策費用を除くと、費用は150.4百万クロー
ネ(前年度：156.5百万クローネ)であり、このうち人件費
が72.8百万クローネ(前年度：66.9百万クローネ)、その
他の費用が77.6百万クローネ(前年度:89.6百万クロー
ネ)でした。人件費の増加は、従業員総数が増加したこと
に起因しています。その他の費用の減少は主として、コン
サルタント費用およびIT費用の減少に起因しています。

公租公課
損益計算書において認識された2012年度の税金費用
は、132.5百万クローネ(前年度：109.4百万クローネ)で
あり、一部は - 56.2百万クローネ（収益）(前年度：+ 3.5百
万クローネ)の繰延税金です。グループ補助金に関する税
効果は、課税所得の減少です。かかる税効果は、2012年
度において、0百万クローネ(前年度：0.1百万クローネ)で
した。注記11もご参照下さい。

貸倒損失
貸倒損失は0百万クローネ(前年度：0百万クローネ)で
した。
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処分・税引前の営業利益 

費用の内訳

その他の業務に係る費用、
百万クローネ

減価償却費、百万クローネ
安定化政策費用、百万クローネ	
その他の管理費、百万クローネ
人件費、百万クローネ

貸付高に対する安定化政策費
を除く管理費の比率

ベーシス・ポイント
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資本

2012年度末現在、公社の資本は、スウェーデン地方金融
協同組合への717.7百万クローネ(前年度：382.6百万ク
ローネ)のグループ補助金1の支払の後、952.7百万クロ
ーネ(前年度：714.4百万クローネ)に上りました。

2012年度における公社の資本の変動は、グループ補
助金のほか、当期利益/損失(320.6百万クローネ)およ
び株式資本の増加 (316.0百万クローネ)に起因しまし
た。株式資本の増加のうち、276百万クローネ(前年度：0
百万クローネ)がスウェーデン地方金融協同組合の既存
組合員からの出資、40.0百万クローネ(前年度：3.9百万
クローネ)が協同組合の新規組合員からの出資、および
20.0百万クローネ(前年度：0百万クローネ)が進行中の
新株発行です。

資本は、「売却可能金融資産」として分類される資産
の市場価値変動により影響を受けました。

余剰金の分配
スウェーデン地方金融協同組合の持分保有者指令に従
い、スウェーデン地方金融公社の資本は、利益の累積に
よって増額されているところです。公社の業績をその最
終的な持分保有者、つまり協同組合の組合員に明確に
するために、協同組合は、2011年会計年度分より、余剰
金の分配の適用を開始しました。

余剰金は、公社から協同組合へのグループ補助金に
よって分配され、協同組合の費用が差し引かれた後、取
引高に応じた還元および出資への利息として協同組合
の組合員へさらに分配されます。協同組合の年次総会
で、余剰金の分配を行うべきか否かを決定します。余剰
金の分配は、組合員に対するいかなる条件にも、返済
責任または新たな出資金の支払責任にも関連するもの
ではありません。

協同組合の2012年年次総会で、余剰金の分配にお
いて276百万クローネ(前年度：0百万クローネ)の支払が
承認されました。
 
株式資本の強化
協同組合の年次総会ではまた、新たな出資を行うか否
を決定します。協同組合に対して行われる出資は、直接
発行による新株発行として、公社に役立てられます。協
同組合の2012年年次総会で、276百万クローネ(前年
度：0百万クローネ)の出資が行われる旨が決議されま
した。すべての組合員が参加することを選択しました。

2013年度における余剰金の分配
協同組合の2013年年次総会による決定の確認待ちで
すが、協同組合はまた、2012年会計年度の余剰金の分
配についても還元および出資への利息を適用する予定
です。このために、公社が2012年度の年次決算におい
て拠出したグループ補助金は717.7百万クローネ(前年
度：402.6百万クローネ)であり、グループ補助金の拠出
前の課税所得に相当します。新たな出資金の支払に関す
る決定がなされた場合、公社の取締役会は、すべての組
合員が参加する可能性が高いとみなします。

これは、公社の2012年度分の利益が自己資本に反
映されるまでに一定の遅れを生じることを意味します。余
剰金の分配の支払、協同組合への出資金の支払、公社へ
の資本注入は、協同組合の年次総会による決定後3ヵ月
以内に行われる見込みです。2012年度業績に関連する
資本注入の見込額(未承認)は768百万クローネです。こ
れは、グループ補助金717.7百万クローネおよび協同組
合における留保利益から成ります。

デリバティブ
デリバティブ契約は、業務において市場リスクに対応す
るためにリスク管理手段として用いられています。正の
市場価値および負の市場価値を持つデリバティブはそ
れぞれ111億クローネ(前年度：137億クローネ)および
175億クローネ(前年度：94億クローネ)でした。提供され
た担保の水準は注記3に概要が示されています。

劣後債務
劣後債務は、スウェーデン地方金融協同組合により貸し
付けられた永久劣後ローン(perpetual debenture loan)
から成り、2012年度末現在1,000.3百万クローネ(前年
度：1,000.2百万クローネ)でした。

キャピタル・カバレッジ
キャピタル・カバレッジ比率は3.80(前年度：5.71）でした。
法定の最低水準は1.0です。自己資本比率は30.4％(前年
度：45.7％)でした。

公社は、第1の柱および第2の柱においては考慮され
ていないリスクに対するバッファーとしての追加範囲を
含む公社内部のキャピタル・カバレッジ比率を設けてい
ます。比率については、取締役会の承認なくかかる水準
を下回ることは許容されません。キャピタル・カバレッジ
についての詳細は、注記29をご参照下さい。

16

および財政状態等

1 2011年度のグループ補助金の総額は、スウェーデン地方不動産会社への
20百万クローネのグループ補助金を含め、402.6百万クローネでした。
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16     資本組入れモデル

17    キャピタル・カバレッジ比率 18     自己資本比率 
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公社																		 					規制上の要件

所要自己資本に対する自己資本 リスク資産に対する自己資本

公社        																	規制上の要件

比率

	 2008年12月31日現在	 2009年6月30日現在	 2009年12月31日現在	 2010年6月30日現在	 2010年12月31日現在	 2011年6月30日現在	 2011年12月31日現在	 2012年6月30日現在	 2012年12月31日現在

資本、百万クローネ	 460.7	 411.3	 690.2	 757.9	 782.8	 902.9	 714.4	 1307.6	 952.7
総資産に対する	
自己資本の比率、％ 0.34%	 0.31%	 0.40%	 0.47%	 0.99%	 0.94%	 0.81%	 0.83	%	 0.61%

総資産に対する	
調整後 自己資本の	
比率、％1 0.34%	 0.31%	 0.40%	 0.47%	 0.99%	 0.94%	 0.95%	 0.83	%	 0.95%

キャピタル・カバレッジ比率	 3.35	 3.12	 4.24	 5.81	 10.09	 5.72	 5.71/6.721	 5.40/5.921	 3.80/5.881

    要件 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
自己資本比率、％	 26.8%	 25.0	 33.9%	 46.5	 80.7%	 45.8%	 45.7%/53.7%1	 43.2%/	47.4%1	 30.4%/	47.0%1

    要件 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
1 2012年度業績に関連する資本注入の見込額(未承認)を調整後の自己資本（16頁をご参照下さい。）。

主要な数値

特別支給	

a. スウェーデン地方金融公社内で累積された利益は、グループ補助
金としてスウェーデン地方金融協同組合へ振り替えられます。かかる
グループ補助金が、2012年度末時点でスウェーデン地方金融公社の
資本が減少する一因です。	

b.	 協同組合の年次総会による承認待ちですが、協同組合が受領す
るグループ補助金は、協同組合の組合員への還元および出資への利
息の支払に使用されます。目指すところは、年次総会による決定後可
及的速やかに支払を実行することです。

資本組入れ
c.	 新たな出資金の支払に関する決定は、協同組合の年次総会でな
されます。かかる出資は、決定の1ヵ月後または年次総会で決定され
るその後の時点に予定され、また現金で行われます。	

d.		出資金は引き続き協同組合内で維持するか、またはスウェーデン
地方金融公社の自己資本の強化にこれを使用することが可能です。

2012年4月18日：スウェーデン地方金融協同組合の年次総会。組合員への還元および利息276百万クローネに関する決定。組合員が新たな出資金として276百万クロ
ーネを支払う決定を行いました。
2012年6月30日：組合員が出資金として250百万クローネを支払いました。250百万クローネは、スウェーデン地方金融公社において新しい株式資本(進行中の新株発
行)として計上されました。
2012年7月13日：組合員は追加の出資金として26百万クローネを支払いました。追加の26百万クローネは、スウェーデン地方金融公社の新しい株式資本として計上
されました。
2012年12月31日：スウェーデン地方金融公社の資本は、2013年度における還元および利息の適用および新たな出資金の支払を可能とするためのスウェーデン地方
金融協同組合へのグループ補助金に関して717.7百万クローネ減少することになります(2013年4月の協同組合の年次総会による決定を条件とします。)。

2012年度の主要な日付

組合員

公社

協同組合
b.		

還元/利息
c.	 	

新たな出資 

d. 
資本注入 

(協同組合がこれを
決定 した場合)

a.		
利益の振替え

還元 資本組入れ
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19     従業員統計

	 2012年	 2011年	 2010年

従業員総数	 65	 59	 53
		うち女性数	 29	 24	 23
		うち男性数	 36	 35	 30
離職率、％	 14.5	 5.4	 4.0
病気休暇率、％	 1.5	 1.2	 1.1
平均年齢	 42	 42	 42

組織として公社に課された要件は、業務において取引
高の増加と同じペースで拡大していくことです。その任
務を果たす上で必要な環境を整えるため、組織は拡大
し、従業員が2012年度には新たに6名増加し合計65名
(前年度：59名）となりました。当該年度中の平均従業員
数は62名（前年度：58名）でした。

公社は、スウェーデンの地方自治体部門および世界的
な金融市場において業務を行う、高度に専門的な金融
組織です。従業員の能力、価値観および企業文化には、
特有の水準が要求されます。

公社の成功は、献身的な従業員、優れたリーダーシッ
プおよび日々の業務における価値観の十分な浸透にか
かっています。雇用主として強いブランドを持った魅力的
な職場であることが重要です。とりわけ、これは従業員満
足指数によってフォローアップされます。

公社の従業員は、自らが成長するための個人単独の
責任も、業務における各自の分担についての責任も負
うことが期待されています。すべての従業員は、個々の
目標を設定し、公社の目的および能力ニーズに沿った
能力開発計画を作成するために管理者と毎年対話を行
うことになっています。従業員の知識および能力を高め
るため、従業員および管理者の双方とも、様々な形の個
々に合わせた能力開発および研修を提供されています。
公社内で全員に義務付けられている必須の研修プログ
ラムに加え、公社はまた、多くの従業員に対して、短期ま
たは長期のスペシャリスト研修コースおよびリーダーシ
ップ研修コースを提供しています。

公社の従業員の大多数(95％(前年度：95％))は、大学
教育を受けた者です。2012年度末現在、従業員の平均
年齢は42歳(前年度：42歳)で、21歳(前年度：20歳)から
63歳(前年度：67歳)までの幅がありました。当該年度中
の病気休暇率は1.5％(前年度：1.2％)でした。

経営陣に対する報酬および手当てに関する方針お
よびプロセスについては、26頁および注記8をご参照
下さい。

行動規範
公社は確立した価値観に指針を置く組織です。公社の行
動規範は、公社の共通の価値観、すなわち能力、参画、
透明性および質に従い、従業員が日々の業務において
どのように行動すべきであるかという指針を提供してい
ます。行動規範は、公社の従業員および利害関係者が
公社について期待することを要約したものです。当該規
範、現行の法令、規則および業務の指針となるその他の
方針を遵守することが、すべての従業員の責任でありか
つ必要条件です。公社の管理者には、当該規範に沿って
倫理環境を生み出すことおよび当該規範の遵守を促す
ことが要求されます。

組織および従業員

社会における公社
スウェーデンのコミューンおよびランスティングへの信用の主な提供者
として、公社は社会の構築において積極的な役割を担っています。公社
は、地方・地域部門の開発、また健全かつ持続可能な社会における投資

についての資金調達を行っています。

持続可能性および環境
公社は、その業務を通じて、環境への負担の削減および持続可能性の向
上に間接的に貢献することができます。多くの地方自治体の投資が特に
この点に貢献するものであるためです。自らの影響に関し、公社は、エネ
ルギー消費、出張や廃棄物といった分野における改善に取り組んでお
り、すべての従業員ができる限り多くこれに参加することを期待していま
す。この取組みは、採択された環境に関するポリシーの枠組み内で行わ
れています。公社は、スウェーデン環境法に基づく許可を必要とする業務
は何ら行っていません。公社は、妥当な場合は選択肢を選択することによ
って、公正な取引およびその他の社会プログラムや環境プログラムを促
進しています。調達に関連して、入札を要請する際には、調達先が倫理、
環境およびその他類似の要件を満たす要件が含まれます。

リサーチおよび開発
2012年度において、公社は、エーレブロー大学と、同大学の経済大学院
における資金調達に関する講座に資金を提供することによって、長期的
な協力を深めました。大学の学部課程および大学院課程の双方のレベ
ルにおけるパートナー間の協力の指針となり、協力を深めるために、協
力協議会が設けられています。公社の代表は、経済大学院の審議会およ
び法学部の評議会の一員です。当該年度において、公社の職員は、同大
学で講義を持ち、学生の論文の指導を行い、学生の校外学習を主催する
ことにより学生と交流しました。

地域との協力
公社は同等の条件ですべての組合員を代表していますが、例外が1つあ
ります。公社はランスティング・エーレブローに所在しており、このことが
リクルートの主要拠点として役立っています。したがって、地域との協力
および雇用主としての公社のブランド強化は、同ランスティングの地域社
会において特に重要です。公社は、スポーツ、文化および地域社会といっ
た問題に従事する機関との協力を重視しています。

18
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その他
格付け
2002年4月以降、公社はムーディーズから最上位の信用
格付Aaaを取得しており、2006年以降、スタンダード・ア
ンド・プアーズからも最上位の信用格付AAAを取得して
います。ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアー
ズは、2012年に、公社のAaa/AAAの格付けをアウトルッ
ク(格付見通し)安定的で確認しました。

目標達成度
事業について長期的な重点施策の裏付けるとするた
めに、成長、安定性および効率性についての戦略目標
に対して公社の取組みが定められています。成長目標
は、2017年度末までに、貸付けを地方自治体部門の外
部借入の70％とすることです。2012年度末現在、その
割合は46％(前年度：40％)でした。安定性目標は、2017
年度末までに、自己資本を持続的に総資産の少なくとも
1.5％相当とすることです。2012年度末現在これは0.61
％(前年度：0.81％)でした。2012年12月31日現在、前
記の資本および財政状態等の項のとおり、還元額が支
払われ、出資がなされていたならば、自己資本は総資産
の0.95％(前年度：0.95％)となっていたことになります。

効率性目標は、2017年度末までに、業務に係る管
理費を持続的に貸付高の最大でも0.08％とすることで
す。2012年度、業務に係る管理費は、安定化政策費用
を除き、0.08％(前年度：0.09％)でした。

５年間の要約
58頁-59頁をご参照下さい。

スウェーデン地方不動産会社の取得
2012年1月1日付で、スウェーデン地方金融公社は、ス
ウェーデン地方金融協同組合からスウェーデン地方不
動産会社の株式のすべてを取得しました。スウェーデ
ン地方金融公社は現在、親会社であるスウェーデン地
方金融公社および子会社であるスウェーデン地方不動
産会社から成る企業集団を形成しています。スウェーデ
ン地方不動産会社の業務はもっぱら、スウェーデン地
方金融公社が業務を行っている建物の所有および管
理です。詳細な情報については、38頁の連結計算書類
の項をご参照下さい。

組合員の責任
2011年、基本的な連帯保証の引受け以外の組合員の責
任を明確にするため、スウェーデン地方金融公社および

スウェーデン地方金融協同組合は、かかる責任を明確
化する2つの取決めを策定しました。2011年会計年度
より、責任の分担は、約定文書を通じて各組合員に対し
て通知されています。公社の貸借対照表および各組合
員の持分に基づく約定文書が依拠する計算方法の詳細
は、注記3に記載されています。

リスクおよび不確実性
業務において、公社はその利益、財政状態、将来の見込
みまたは設定目標を達成する機会に悪影響を与える可
能性のある多くのリスクおよび不確実性に直面していま
す。資本市場の一般的な動向は、金利の推移および流
動性の状況を含めて、様々な市場で投資する意欲ととも
に、競争状況および公社に影響を与える可能性がありま
す。公社が有能な従業員を採用および保持することがで
きなかった場合には、公社の競争力および発展の機会
が制限される可能性があります。

2013年度の見通し
金融業界における規制制度改革は、資本および流動性
についての要求を高めるものであり、引き続きスウェー
デンの地方自治体当局への銀行貸付について価格水
準を引き上げ、既存の顧客および潜在的な顧客の双
方において公社の貸付けへの需要を増加させることが
予想されています。また、リスクが低い機関により発行
された有価証券への投資家の需要により、投資家の間
で公社への関心が高まり続けることが予想されていま
す。2013年度において、スウェーデン地方金融協同組
合へ新規組合員がさらに加入し、公社が引き続き既存
の組合員の借入れにおける占有率を拡大させる結果と
して、公社では貸付けが安定的に成長するものと予想さ
れています。公社にとっての課題は、貸付高の増加ととも
に、要件が3％と見込まれる、いわゆるレバレッジ比率の
導入に関する規制改革の議論を考慮に入れつつ、2017
年度末までに、資本を総資産の少なくとも1.5％とすると
いう資本目標を達成することです。貸付けの高い利ざや
が、公社の顧客からの需要を減らす可能性があります。
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リスク管理
公社のリスク管理は、業務上のリスクの水準を可能な限
り低く保つという持分保有者の要求を満たすよう企図さ
れています。とりわけ、これは、リスクの観点から、借入れ
と貸付けの条件が一致していなければならないことを
意味します。公社は、スウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングに所有され、またスウェーデンの地方自治
法第2章第7条により間接的に規定されており、投機的
でリスクの高い取引を禁止されています。

概論
公社の業務は、地方自治体部門の財務活動を支援する
ことのみを目的としており、公社は他の金融市場への
参加者といくつかの重要な点において区別されます。
• 貸付けはスウェーデンのコミューン、地方自治体の関

係会社、ランスティングまたは地方自治体当局によっ
て保証される借り手に限定して行われるため、キャピ
タル・カバレッジの観点から、貸付けについてのリス
ク・ウェートはゼロです。

• 公社の所有者であるスウェーデン地方金融協同組
合の組合員は、公社の顧客でもあり、公社のすべて
の債務を保証する連帯保証者でもあります。

• 公社は、預金業務または積極的なトレーディング業
務を行っていません。

• 公社は、良好な資本状況にあります。2012年度末
現在、キャピタル・カバレッジ比率は、公的要件が
1.0であるところ、3.80(前年度：5.71)でした。2012
年度末現在、自己資本比率は30.4％(前年度：45.7
％)でした。

リスク管理のための組織および責任
取締役会は、リスク方針および限度を設定します。社長
は、限度を超えないことに責任を負い、公社内の管理担
当、すなわち資金調達・財務部門および貸付部門に個々
の分野に関係する下限を適用することの責任を委譲し
ています。内部統制において、公社は、第1、第2および
第3の防衛ラインの原則を適用しています(詳細につい
ては、32頁をご参照下さい。)。

リスク・分析部門は、公社のリスク管理担当であり、
金融リスクについての継続的なフォローアップおよび
分析を確認し、実施することに責任を負い、社長に対し
ては毎日、取締役会に対しては毎月、報告を行います。
リスク・分析部門はまた、公社の内部自己資本評価(プ
ロセスを含みます。)、および適用されている評価方法
を審査することに責任を負います。報告は、取締役会に

対して行われ、必要な場合には、リスク・分析部門が変
更を提案します。

リスク・分析部門は9名の職員を擁し、最高リスク管
理責任者が指揮を執っています。最高リスク管理責任者
は、社長および執行役員グループのメンバーに対して報
告を行います。上述の責任に加えて、同部門はまた、リス
クの報告が現行の外部および内部の規則に従い正確で
あること、公社のビジネス・モデルが適性かつ安全であ
ることを確認するために定期的にストレス・テストを実
施すること、規則を遵守すること、およびオペレーショナ
ル・リスクに関連する取組みを主導および調整すること
に責任を負います。

信用審査グループは、社長による決定を要する新規
のカウンターパーティ、新規の金融商品およびその他の
信用問題について準備機関として機能します。公社の資
産・負債委員会(ALCO)は、取締役会または社長による
決定を要する市場リスクおよび流動性に関する問題点
に備えることに責任を負います。次頁の図は、公社の貸
付業務における信用リスクに関する公社のリスク管理
を表しています。

カウンターパーティ信用リスク
カウンターパーティ信用リスクは、顧客またはカウンタ
ーパーティが合意された時点までにその義務の履行を
行うことができないことにより損失が生じるリスクです。
カウンターパーティ信用リスクは、以下の3つに分類さ
れます。
• 貸付けに伴うリスク
• 流動性準備金の管理運用に伴うリスク
• デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク

2012年12月31日現在、公社の信用リスク・エクスポ
ージャー（純額）の74％(前年度：76％)はスウェーデンの
コミューンおよびランスティングに対する貸付けによるも
の、同エクスポージャーの26％(前年度：23％)は国およ
びその他の有価証券発行体に対する投資によるもの、同
エクスポージャーの0％(前年度：1％)はデリバティブのカ
ウンターパーティに対するものでした。

信用リスク・エクスポージャー総額（評価減前）の詳
細は注記3に記載されています。

貸付けに伴うリスク
公社の商品は、スウェーデン地方金融協同組合の組合
員および地方自治体所有の会社、財団法人または行政
主体間のみ利用が可能です。ただし、かかる会社、財団

20



組合員レベル

リスク・分析部門

信用審査グループ

基準

組合員が公社および協同組合に対するその約定を履行

することができるか否か？

決定

参加組合員の資格を供与する決定は協同組合の理事会

により行われます。組合員への貸付限度額の決定は公社

の取締役会により行われます。

地方自治体部門のフォローアップ

リスク・分析部門

分析・財務委員会

参加組合員としての承認前                                              フォローアップ

公社の取締役会
協同組合の理事会

公社の取締役会
協同組合の理事会
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法人または行政主体間については、それらの所有者が
スウェーデン地方金融協同組合の組合員であり、公社に
対するすべての債務を保証する絶対的な保証状に署名
している場合に限られます。

公社の貸付業務に関連するリスクは低いものです。
上位10の借り手は2012年度の貸付けの23％(前年
度：24％)を占め、一方、それらの総人口はスウェーデ
ン地方金融協同組合の全組合員の総人口の13％(前
年度：14％)を占めました。公社は、その貸付業務にお
いて信用損失を負ったことはありません。

コミューン、ランスティングおよびそれらが所有する
関係会社のいずれに対しても、それらが組合員となるた
めの申請手続きの際に分析が行われ、組合員としての
期間中も継続的にこれを行います。コミューンは常に、
借入れの際には、初めに主要目標達成指標モデルを用
いて、まとまった集団としての観点から評価されます。分
析には、損益計算書、貸借対照表、人口統計および地方
自治体の事業におけるリスクが含まれます。定量的分析
が行われた時点で、必要な場合には定性的分析も行わ
れます。これは、地方自治体の関係会社およびその財政
状態をさらに詳細に調べ、分析するものです。

流動性準備金の管理運用に伴うリスク
取締役会の指示に従い、公社は、十分な流動性準備金を
維持しています(14頁の「流動性管理」の項により詳しく
記載されています。)。流動性準備金の管理運用に伴う信
用リスクは、発行体リスク、信用リスク、カウンターパーテ
ィ・リスクおよび受渡リスクで構成されます。かかるリスク

は、以下により軽減されます。
• 投資先の大部分が国または国の保証付の金融機関

により発行された有価証券であること。
• キャピタル・カバレッジの観点から、許容される投資

先のリスク・ウェートが上限20％に限られていること。
• 許容される投資先が少なくともA2(ムーディーズ）お

よび/またはA(スタンダード・アンド・プアーズ)の信
用格付を有するカウンターパーティのみに限られて
いること。

• 投資の期間が最長でも5.5年であることが要求されて
いること。

• スウェーデン王国(スウェーデン国家)が、追加的な決
定を要求されることなくカウンターパーティとして承
認されていること。スウェーデン外のカウンターパー
ティについては、国ごとに限度が適用されていること。

デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク
借入れおよび貸付けの契約条件がマッチしない場合に
生じる市場リスクを抑制するため、公社はデリバティブ
契約の形でリスク管理手段を用います。カウンターパー
ティは、少なくともA3(ムーディーズ)またはA-(スタンダ
ード・アンド・プアーズ)の信用格付を有する金融機関で
す。カウンターパーティの信用格付は、公社が契約の償
還期間、仕組みおよび許容リスク・エクスポージャーに
関する承認を行う上での決定要因でもあります。カウン
ターパーティとの間にCSA(信用補完契約)(以下をご参
照下さい。)が存在しない場合は、新規の契約について
の信用格付は少なくともA2/Aでなければなりません。格
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21    信用リスク・エクスポージャー、	
2012年12月31日現在

デリバティブ、0％(前年1％) 

流動性準備金リスク・ウェート 0％、 
12％(前年14％)

流動性準備金 リスク・ウェート
10-20％、14％(前年9％)

貸付け、74％(前年76％) 

信用の集中－貸付け別構成、 
2012年12月31日現在
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22    

上位10の借り手、23％(前年24％)

その他、77％(前年76％)

付けがAa3/AA-よりも低い場合、公社は当該カウンター
パーティとの間に金利および為替スワップ契約のみを締
結することができます。CSAが存在する場合のカウンター
パーティについては、新規の契約についての信用格付は
少なくともA3/A-でなければなりません。

デリバティブ契約による公社のエクスポージャーは
注記3に示されています。名目元本金額でみると、デリバ
ティブ契約の34％(前年度：30％)が、認められた格付機
関の1つから少なくともAAの信用格付を有するカウンタ
ーパーティとのものとなっています。2012年12月31日現
在、公社は25億クローネ(前年度：43億クローネ)に相当
する、カウンターパーティからの担保を有していました。

継続的な分析および見直し
コミューンおよびランスティングはそれぞれ、スウェーデ
ン地方金融協同組合への参加が承認される前に審査さ
れます。少なくとも毎年2回、リスク・分析部門は、公社の
取締役会に対して組合員の動向について情報を提供し
なければなりません。取締役会は毎年、組合員ごとに貸
付限度を設定しています。取締役会による限度に加え、
個々の組合員はまた、内部審査モデルに基づく管理水
準を有しており、これによってより早い判断が可能とな
っています。

金融カウンターパーティは、財務力に従って評価さ
れ、類似する取引者と比較されます。このリサーチは、市
況が変化した場合に、金融カウンターパーティの約定履
行能力について完全な見通しを提供することを企図し
たものです。少なくとも毎年2回、リスク・分析部門は、公
社の取締役会に対して金融カウンターパーティの動向
について情報を提供しなければなりません。

2012年度におけるカウンターパーティの状況の評価
公社は、デンマークおよびフィンランドの姉妹機関と協
力し、守秘義務に基づき許容されるものの枠組み内で、
カウンターパーティ・リスクや信用関連リスクについて
の情報を交換しています。2012年度において、銀行部
門が直面する課題が増大している兆候が次第にはっき
りとしてきました。同時に、信用格付の低下により、流動
性準備金の運用管理が可能な発行体の数が減少しま
した。したがって、スウェーデンのカバード・ボンドおよ
びスウェーデン国債への投資が引き続き中心的なもの
となっています。

ISDA会員
公社は国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)の会員
であり、デリバティブ契約を調印する際、公社は、カウン
ターパーティの信用格付が所定のレベル以下に引き下
げられた場合、契約を早期償還できる権利を有すること
としています。

リスク・エクスポージャーは、市場で同等の契約を締
結する際のコストにあたります。かかるコストは契約毎に
計算され、契約のカウンターパーティに対するリスクとみ
なされます。ISDA契約は、すべてのデリバティブのカウン
ターパーティと締結されるものです。また公社は、国際資
本市場協会(ICMA)の会員でもあり、同協会は、特にレポ
取引に関する標準的な基本契約書を策定しています。

  
CSA
デリバティブの価値の変動により生じるリスクおよびエ
クスポージャーを抑制するため、公社は、ISDA契約に加
えて、信用補完契約(CSA)をデリバティブのカウンターパ
ーティと締結します。これらにより公社は、一定の条件下
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スペイン、0％(前年2％)		
ノルウェー、0％(前年1％)
カナダ、1％(前年1％)
フランス、1％(前年2％)	
ベルギー、1％(前年1％)
国際機関(EU)、2％(前年1％)	
豪州、3％(前年4％)
デンマーク、5％(前年9％)
オランダ、6％(前年6％)	
フィンランド、6％(前年10％)	
ドイツ、14％(前年21％)
スウェーデン、61％(前年42％)	

銀行(北欧地域)、0％(前年18％)

銀行(豪州)、4％(前年5％)

銀行(欧州)、14％(前年40％)

銀行(北米)、32％(前年20％)		

デリバティブ・プログラム、  
50％(前年17％)

23    24    デリバティブ債権のカウンターパーティ別内訳、
2012年12月31日現在

では担保を要求する権利を得ますが、担保を提供する
義務も負います。

担保が提供される時期およびその金額は、締結した
デリバティブ契約の価値の変動が契約であらかじめ定め
られたエクスポージャーを上回るか否か、またはいずれ
かのカウンターパーティの信用度が低下するかが要素
となって決まります。公社は、キャピタル・カバレッジの
観点からリスク・ウェートがゼロである国債による場合
に限り受け入れています。担保契約は、債権に関連する
カウンターパーティ信用リスクを低減することが企図さ
れています。

流動性リスク
流動性リスクは資金繰りの不足として表すことができ、
組織が債務の決済を履行する機会に関するリスクを内
包しています。流動性リスクは、資産が合理的な価格で
売却できない場合に必要な資金を借り入れる際の非常
に高いコストまたは損失のリスクです。

2012年度において、流動性の状況は良好でした。同
年度中、公社は短期および長期双方の借入れを利用し
ました。公社は、同年度中、スウェーデン・ベンチマーク
債プログラムに基づく新たに数件の発行により、スウェ
ーデン市場で存在感を維持しました。加えて、数件の大
口のベンチマーク借入が米ドル建で行われました。かか
る借入れにより、2012年度中の公社の貸付けにおける
増加の大半の資金がまかなわれました。

流動性管理
公社の流動性リスク管理は、流動性リスクを高度に制約
する対応をとっています。公社は借入れを十分に分散し、
いくつかの資本市場を利用しました。これにより、市況が

悪化した中でも、新規の貸付け、借換えおよび満期を満
たすための必要条件を生み出しました。

公社は、公社の資産および負債の満期を有効にマッ
チングさせることによってこのリスクをさらに抑制してい
ます。いかなる満期の貸付けについても、貸付高は借入
高を公社の資本の金額以上に上回ることはできません。

資本市場における資金調達の機会が制限され、また
調達コストがかかり過ぎるといった期間中であっても流
動性に対するニーズを満たすため、取締役会は、流動性
準備金を貸付総額の少なくとも20％から40％までとす
ることを決定しました。流動性準備金は、流動性があり、
主として各国中央銀行への担保として適格な有価証券
へ投資されています。

流動性リスクは、流動性アウトフローが過度に生じな
いように継続的に監視され、分析されています。また公社
は、「サバイバル期間」を継続的に算定することによって
流動性を見直します。かかる「サバイバル期間」とは、公
社が新しい資金調達を利用することなく管理できる期
間を指します。同年度中、公社は、流動性準備金の金額
および構成を評価するために、短期および長期双方の
流動性についてのストレス・テストを実施しました。併せ
て、その結果が公社の戦略、ガイドラインおよびポジショ
ンの見直しの根拠となっています。

資産および負債の残存期間に関する公社の流動性
エクスポージャーは、注記3に示されています。キャッシュ
フロー分析でも公社の流動性の状況が示されています。

新しい流動性規制
バーゼル委員会は、流動性カバレッジ比率(LCR)および
安定調達比率(NSFR)という流動性に関する新しい2つ
の定量的測定方法を策定しました。LCRは、市場におけ

流動性準備金の投資先国別内訳、  
2012年12月31日現在
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流動性準備金の投資先リスク・ウェート別内訳、 
2012年12月31日現在
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26    公社の貸借対照表の構造

政府証券または
政府関係のカウンターパーティへの投資

スウェーデンのカバード・ボンドへの投資

銀行が発行した固定利付証券
への投資

資産 負債

短期貸付

長期貸付

公社の流動性準備金には大部分
の資産が含まれます。これらはス
ウェーデン中央銀行に担保として
差し入れが可能であり、これによ
り速やかに現金に転換可能なも
のです。2012年度末現在、担保と
して差し入れ可能な資産の額は
取消可能な借入れ取引の額を80
億クローネ(前年度：100億クロー
ネ)上回りました。

2012年度末現在、公社の長期借
入は、長期貸付を610億クローネ
(前年度：570億クローネ)上回り
ました。

取消可能な借入れ

短期借入 ＜１年

長期借入 ＞１年

資本および劣後債務

A

B

A

B

る流動性の重大な障害に対処できる額で流動資産を十
分に確保します。NSFRは、需要を上回るような機関によ
る安定した資金調達が要求されることにより、短期の資
金調達の利用を制限します。

これらの規則の変更を前提として、公社は、その流動
性管理を改善しました。LCR規則は2013年1月1日付で
施行され、公社は、その施行前から、監督当局にLCRを
報告しています。LCRは、公社の流動性の高い資産を、
ストレス・シナリオにおける30日間のキャッシュ・アウト

フロー純額で除して計算されるものです。公社について
のLCRは、2012年度中、良好な利ざやによって、近く規制
要件となる1を超えていました。これはまた、ユーロや米
ドルといった通貨にも適用されます。

別の流動性規則であるNSFRについては、まだガイド
ラインが設けられていません。同年度中、公社は、ガイド
ライン案に従い、責任を有する当局へNSFRについての
報告を行いました。報告の時点で、公社についてのNSFR
は、今後の法的要件案を満たすものでした。

市場リスク
市場リスクは、市場金利の変動および市場価値に影響
を及ぼすその他の市場要因の結果としての損失のリス
クです。公社がさらされる主な市場リスクは、金利リスク、
信用市場リスク、ベーシス・スワップ・リスクおよび為替リ
スクです。金利リスクおよび為替リスクは以下のとおり説
明されます。

ポートフォリオの段階で抑制される金利リスク
金利リスクは、貸付資産または投資資産の固定金利期
間とこれに関連する資金調達の固定金利期間がマッチ
しないことにより生じます。公社の業務上、公社の資産
と負債を包括的にマッチさせることは、個々のポジショ

リスク・ウェート20％、
12％ (前年21％)

リスク・ウェート10％、
43％ (前年18％)

リスク・ウェート0％、
45％ (前年61％)
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ンによっては常に可能とは限りません。その代わりに、金
利リスクはポートフォリオの段階で抑制されています。こ
れは、2つの資産(例えば、一方は毎日の固定金利が付さ
れ、他方は6ヵ月の固定金利のもの)を3ヵ月の固定金利
の負債と合わせることで可能となります。

取締役会により設定された限度に従い、ポートフォリ
オのリスク(エクスポージャー)は、イールドカーブが1パ
ーセントポイント平行移動することに対して10百万クロ
ーネを超過することはできません。しかしながら、最長で
3日間にわたり最大15百万クローネのエクスポージャー
を有する機会があります。エクスポージャーが正の場合、
金利が上昇すれば公社が利益を得て、金利が低下すれ
ば公社が損失を被る可能性があることを意味します。エ
クスポージャーが負の場合、金利が上昇すれば公社が
損失を被り、金利が低下すれば公社が利益を得る可能
性があることを意味します。2012年12月31日現在、全
体のポートフォリオにおけるリスクは、1パーセントポイ
ント平行移動することに対して-2.7百万クローネ(前年
度：-9.1百万クローネ)でした。

外国為替が為替リスクを抑制
為替リスクは、貸借対照表上で特定の外貨建の資産お
よび負債がありその金額がマッチしない場合に生じま
す。公社はデリバティブを用いてすべての判明している
将来のフローのヘッジを図っています。しかしながら、為
替リスクは、外貨建の投資のリターンからもたらされる純
利息収益において継続的に生じます。このリスクは、リタ
ーンを継続的にスウェーデン・クローネに交換することに
より抑制されています。注記3において公社の為替リス
ク・エクスポージャーの詳細が示されています。為替レー
トが10％変動することで、為替リスク・エクスポージャー
は1.2百万クローネ(前年度：0.3百万クローネ)生じます。

デリバティブを用いることで取り除かれる
その他の市場リスク
借入業務の一環として、公社は仕組み借入商品を発行
し、かかるリターンは、個別の株式、株価指数、商品およ
び商品指数等の原商品の価格動向により決定されます。
仕組債の商品の発行は、仕組商品に組み込まれた原商
品に伴う価格リスクをもたらす可能性があります。この種
類の価格リスクはすべて、スワップ・カウンターパーティと
の契約によって取り除かれています。

オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、不適切または非機能的な
内部手続やシステムを原因とするかまたは人的ミスや
外部要因による損失のリスクであり、法的リスクを含み
ます。法的リスクは、ドキュメンテーションが不十分なも
のであることなど、法的理由により契約が履行できない
ことに伴う損失のリスクです。

オペレーショナル・リスクは以下により軽減されます。
• 各部門での内部指示、プロセス記述および運営関連

文書の活用
• 二重性原則－1件の取引全体を1人だけで取り扱うこ

とはありません。通常、異なる部門から少なくとも3つ
の担当機能がビジネスフローに携わります。

• 適切な技能と経験－各従業員は最新の情報および
技能をもって十分に備えています。予定外のリスクが
生じないよう、リスクを計算し管理するための適切な
技能が必要です。継続的な研修を通じて職員の適性
を高めさせることが、かかる取組みにおいては重要な
手段です。

• 技能の尊重－内部統制では、従業員がそれぞれ個別
の作業分野におけるリスクに責任を感じ、また責任を
とること、および技能・技能分野がそれぞれ尊重され
ることを必要としています。

• コンプライアンス部門は、規則の遵守にあたりフォロ
ーアップし、新しい規則や規則の変更への調整につ
いて助言を行います。

•	 内部監査部門は、リスク管理ならびに内部ガバナンス
および内部統制を見直し、フォローアップします。
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ガバナンスおよび統制
スウェーデン地方金融公社（以下「公社」といいます。）
は、スウェーデンの公開有限責任会社であり、スウェー
デン地方金融協同組合の完全子会社です。公社の株式
は規制市場において上場されておらず、公社はスウェー
デンのコーポレート・ガバナンス規範には縛られていま
せん。公社の業務の特殊性から、同規範または地方自治
体部門が策定するコミューンおよびランスティングの所
有会社のコーポレート・ガバナンスの原則のいずれにつ
いても、自発的にこれを適用する義務はないものとみな
されています。

スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方
金融協同組合およびスウェーデン地方不動産会社
(Kommuninvest Fastighets AB)とともに形成する金融グ
ループ（以下「Kommuninvestグループ」といいます。）の
一員です。公社は上場債券の公募を行っているため、金
融機関および証券会社の年次会計に関する法律(ÅRKL)
によりコーポレート・ガバナンス報告書の作成を要求され
ています。責任の重い任務を担う公有の会社として、公社
にとって優れたガバナンスおよび統制は極めて重要です。

コーポレート・ガバナンスの原則
公社は、スウェーデン地方金融協同組合を通じてスウェ
ーデンのコミューンおよびランスティングによって所有さ
れています。スウェーデン地方金融協同組合は、スウェー
デンのコミューンとランスティングの間の共同事業体であ
り、組合員およびそれらが持分の過半数を所有する関係
会社に費用効率の高いかつ安定した借入れによる資金調
達へのアクセスを提供することを主な目的としています。

定款に従い、協同組合は、利潤をあげる目的で運営
されるものではありません。調整の必要が満たされた時

スウェーデン地方金融公社コーポレート・ガバナンス報告書

公社のコーポレート・ガバナンスに関する

追加情報

以下の情報は公社のホームページwww.

kommuninvest.orgで入手することができます。

• スウェーデン地方金融協同組合の定款

• 組合員の詳細および新規組合員の承認

• スウェーデン地方金融公社の定款

• 選任委員会の職務に関する情報

点で、すべての余剰金は組合員に供与されることになり
ます。組合員自らが業務の重点を決定し、個々の組合員
が単独で決定的な影響を及ぼすことはありません。年次
総会において、各組合員は1個の議決権を有します。

以下は、内部コーポレート・ガバナンスに影響を与え
るいくつかの原則を示しています。これら以外にも、公社
の取締役会は、多くの運営関連文書や指示において、原
則、スタンス、制限および目標数字を設けます。

持分保有者指令
スウェーデン地方金融協同組合の理事会は、公社に対す
る指令を作成し、かかる指令は毎年、協同組合の年次総
会で設定されます。持分保有者指令は、協同組合が公社
の取締役会に委託する業務の枠組みを定めています。持
分保有者指令には主として、リスク水準に係るガイドライ
ン、報酬に関する方針、出張・交際費に関する方針および
協同組合により定められた公社の特別業務に関する方
針が含まれます。持分保有者指令は毎年、公社の年次
総会でも設定されます。

業務に関する目標
公社の包括的な目標は、スウェーデン地方金融協同組合
の組合員のために最大限の便益を生み出すことです。と
りわけ、これは、満足した顧客（借入れによる資金調達に
おいて大部分を占めます。）の割合を高く維持すること、
高水準の費用効率を維持することおよび業務の長期的
な重点を支える財務力を有することによって達成されな
ければなりません。

報酬に関する方針
取締役会は、公社内で適用される報酬に関する方針を
設定します。報酬は、業務が最適な方法で実施されるよ
うに、従業員を引き付け、維持し、意欲を促すような状態
を作り出すものでなければなりません。従業員の報酬お
よびその他の条件が市場に沿ったものであること（ただ
し市場を牽引するものではありません。）、また固定給の
みで構成されることが基本方針です。変動報酬は支払
われていません。給与は、携わった任務およびその難易
度、責任、教育要件、従業員が課された要求を果たした
程度、および業務上の改善への貢献の程度を考慮した
うえで設定されます。

株主および年次総会
スウェーデン地方金融協同組合が公社の唯一の株主で
す。2012年12月31日現在、公社の株式資本は608.4百
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ネス・アルヴィドソン、ローレンツ・アンダーション、ク
ート・エリアソン、アンナ・フォン・クノーリング、カタリ
ーナ・ラーゲルスタム、アンナ・サンドボリィおよびヨ
ハン・トーングレンの再選任

選任委員会
協同組合の会社である公社、スウェーデン地方不動産会
社およびアドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA
社(Administrative Solutions NLGFA AB)のために1つ
の選任委員会が置かれています。選任委員会は、体系
的で透明性の高い手続きによって任命決定の準備を
行う最終的な責任を負っており、かかる手続きにより、
株主は提案に対する意見を出し、任命およびその関連
事項について独自の提案を行うことが可能となり、適切
な判断要因に基づいた決定を行いやすい環境が整え
られています。協同組合が所有する会社の選任委員会
は、協同組合の理事会を代表しており、理事会の中から
理事会が選任したメンバーで構成されます。協同組合の
理事会は、協同組合の作業部会が選任委員会の職務を
行うことを決議しました。

スウェーデン地方金融公社の取締役会
公社の取締役会は、資金調達問題、信用問題（限度や分
析等）、その他運営に関する問題を処理します。取締役
会は、公社の組織構成および経営に最終責任を負いま
す。取締役会により定められた手続規則では、取締役会
の職務およびその会議手順などの分野が規定されてい
ます。取締役会の職務には、業務の目標および戦略を策
定し、リスクの認識および管理に責任を負い、予め定めら
れた目標に沿って業務を実施するようにすることが含ま
れます。取締役会はまた、公社内で作成される報告書の
概要を説明する報告方針などの内部統制に係る文書を
作成するという任務を負います。取締役会全体は、監査
委員会に課されたもの以外の任務の達成に関して責任
があります。手続規則は1年に1回審査されたうえで採用
されます。

取締役会は、公共サービス、資本市場および事業拡
大などの分野において広範な技能を有する8名の取締
役で構成されています。

取締役会会長
取締役会会長は、取締役会の活動がよく組織化され、効
率的に行われていること、および取締役会がその任務を
果たすようにすることに責任を負います。とりわけ、取締
役会会長は、取締役会の中で、開かれた建設的な討議

協同組合が所有する会社の選任委員会 
2012年/2013年
アン-シャーロッテ・ステンキル(M)、 バールベ
リィ・コミューン、議長

アルフ・エグナーフォーシュ(S)、エスキルスツ
ーナ・コミューン、副議長

エバ-マイ・カールソン(C)、 ビンデルン・コミューン

マルガレータ・ヨンソン(S)、 トロルヘッタン・コ
ミューン

選任委員会(正式な作業計画全体を含みま
す。)に関する追加情報は、ホームページwww.
kommuninvest.orgで入手することができます。

万クローネ(前年度：292.4百万クローネ)、6,083,850株
(前年度：2,923,850株)でした。2012年12月31日現在、
進行中の新株発行は20.0百万クローネ(前年度：0.0百
万クローネ)、200,000株(前年度：0株)でした。スウェー
デン地方金融協同組合の新規組合員は各々、居住者数
に応じて協同組合に参加資本を支払います。その後こ
の資本が公社に払い込まれ、公社は協同組合に対して
新株を発行します。

2012年年次総会決議
公社の年次総会では、公社の損益計算書および貸借対
照表、取締役および社長の責任の解除、次の年次総会の
終了までを任期とする取締役、取締役会会長および同副
会長の任命、また適用ある場合は、監査人の任命ならび
に取締役および監査人の報酬が検討および決定されま
す。公社の年次総会は、協同組合の年次総会と直接的
に関連して開催されます。2012年年次総会は、2012年
4月18日にストックホルムにおいて開催され、年次総会
では、以下を含む事項が決議されました。
• 取締役および社長の2011年度についての公社の経

営に関する責任の解除
• 定款の変更
• 公社の取締役会が当該会計年度中の新株発行を

実施することについての承認。かかる承認は公社の
株式資本の上限(公社の定款に800百万クローネと
定められ、2012年度には、その枠のうち296百万ク
ローネが使用されました。）の範囲内に制限されて
います。

• 取締役であるビヨルン・ボルジュソン、エレン・ブラム
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を促進し、取締役会が継続して公社および業務につい
ての最新知識を得て、知識を深めるだけでなく、所有者
である協同組合から意見を受領し、取締役会内でこれ
を伝えなければなりません。さらに、取締役会会長は、取
締役会の決定が効率的に実施されているかを確認し、取
締役会の活動が年毎に評価されるようにし、またディスカ
ッション・パートナーとして機能して、公社の社長を支援
するものとします。取締役会会長は、公社の報酬に関する
方針が独立して見直されるようにすること、ならびにa)上
級執行役員への報酬、b)公社のあらゆる統制機能に包括
的な責任を負う従業員への報酬、およびc)公社の報酬に
関する方針の適用を遂行するための措置に係る取締役
会の決定が整備されることに責任を負います。

 
社長
社長の責任は、取締役会により定められた社長の指示
に詳細が規定されています。とりわけ、これらは、取締役
会のガイドラインに従い公社の継続事業、予定業務計
画、予算および年次/中間計算書類の作成を対象として
います。社長はまた、規則の遵守ならびに業務において
生じる様々なリスクに関するガイドラインおよび指示の
設定に責任を負います。

2012年度における取締役会の活動
2012年度において、取締役会は、定例の取締役会を8回

（前年度：10回）、また臨時の取締役会を1回(前年度：1
回)開催しました。議題および決議には以下の事項が含
まれました。
• 中央政府支援についての保証問題および規則
• 報酬
• 調達問題
•	 ローン・プログラムの更新

•	 IFRSに関する事項
•	 EMIR(欧州市場基盤規則)およびCRR/CRD4(自己資本

規則/自己資本指令4)等の新しい規則に関連する問題
•	 投資およびデリバティブのカウンターパーティについ

ての限度
•	 顧客調査
•	 人事に関する方針
•	 投資およびデリバティブのカウンターパーティの見直し
•	 持分保有者指令
•	 方針に関する事項
•	 年次報告書

取締役
2012年度中、公社の取締役会は、ビヨルン・ボルジュソ
ン、エレン・ブラムネス・アルヴィドソン、ローレンツ・アン
ダーション、クート・エリアソン、アンナ・フォン・クノーリン
グ、カタリーナ・ラーゲルスタム、アンナ・サンドボリィお
よびヨハン・トーングレンで構成されていました。取締役
は、2012年12月4日付で取締役会会長職を辞任したボ
ルジュソン氏を除き、29頁に紹介されています。

報酬
年次総会で設定された取締役報酬額の枠組み内で、取
締役会会長であるビヨルン・ボルジュソンは、2012年度
につき400千クローネ（前年度：300千クローネ）を受け
取りました。取締役会副会長であるエレン・ブラムネス・
アルヴィドソンには225千クローネ（前年度：257千クロ
ーネ）に上る報酬が支払われました。その他の取締役に
対する報酬は、以下の表のとおり支払われました。年次
総会で選任された取締役に対して支払われた報酬総額
は年次総会で決議され、2012年度は1,505千クローネ

（前年度：1,341千クローネ）に上りました。

報酬および出席―スウェーデン地方金融公社の取締役会 

氏名 地位の独立性 取締役会出席  報酬2012年度* 報酬2011年度*  
  2012年度  (クローネ)  (クローネ)

現行取締役	 	 	 	 	

ビヨルン・ボルジュソン**	 独立	 8回(9回中)	 400,000	 300,000
エレン・ブラムネス・アルヴィドソン	 独立	 9回(9回中)	 225,000	 257,000
ローレンツ・アンダーション		 独立	 9回(9回中)	 155,000	 137,000
クート・エリアソン	 独立	 7回(9回中)	 135,000	 117,000
アンナ・フォン・クノーリング		 独立	 7回(9回中)	 135,000	 137,000
カタリーナ・ラーゲルスタム	 独立	 8回(9回中)	 145,000	 119,000
アンナ・サンドボリィ	 独立	 9回(9回中)	 155,000	 137,000
ヨハン・トーングレン	 独立	 9回(9回中)	 155,000	 137,000

アンダーシュ・ペランダー	 従業員代表	 3回(4回中)	 同報酬を受けていません。	 -

  * 2011年12月1日から11月30日までの期間についての報酬。
**ビヨルン・ボルジュソンは、2012年12月4日付で取締役会から退き、同会長職を辞任しました。
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スウェーデン地方金融公社の取締役会

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
スウェーデン保 険 協 会、チーフ・エコノ
ミスト

選任：2003年より取締役、2006年より取締
役会副会長
学歴：オスロー大学経済学修士、ストックホ
ルム商科大学金融アナリストコース修了お
よびFAF
職務遍歴：財務省次官および一等書記官

アンナ・フォン・クノーリング 
財務局副局長、フィンランド
選任：2004年より取締役
学歴：ヘルシンキ大学法学修士、スウェーデ
ン経営経済大学経済学修士（ヘルシンキ）
職務遍歴：財務省財務局
現在の職務：北欧資本市場評議会理事、
貯蓄銀行協会委員団（ヘルシンキ）メンバ
ー、ユーロクリア・フィンランド市場諮問委
員会委員

カタリーナ・ラーゲルスタム
独立したアドバイザー、専門家委員会
選任：2009年より取締役
学歴：ストックホルム商科大学博士号、ス
ウェーデン王立工科大学工学士、ストック
ホルム商科大学経営学士
職務遍歴：クリアストリーム・ルクセンブ
ルク取締役、Hufvudstaden AB最高財務
責任者、Bankstödsnämnden、審査マネ
ージャー
現在の職務：Erik　Penser　銀行株式会
社、Landshypotek AB、リテール・ファイナ
ンス・ヨーロッパにおいて取締役、Franska 
Skolan副会長

クート・エリアソン
SABO(スウェーデン公共住宅供給会社連
合)最高運営責任者. 
選任：2010年より取締役
学歴：ストックホルム商科大学不動産エ
ージェント・コース、IFL管理者教育コー
ス修了
職務遍歴：Förvaltnings AB Framtiden最
高経営責任者、Riksbyggen取締役
現在の職務：チャルマース工科大学財団
法人および北欧住宅組織(NBO)におい
て理事長、Fastigo、Cecodhas Housing 
Europeおよび持続可能都市に関するスウ
ェーデン政府委員団メンバー

ローレンツ・アンダーション
選任：2001年より取締役
学歴：ルーレオー大学工学部名誉博士、
建設技師
職務遍歴：ベスターボッテン県知事、セレ
フテオー・コミューン執行委員会議長、AB
アサコおよびポラリスABにおいて社長
現在の職務：ノール木材センターおよび
ノルボスニア鉄道ABにおいて取締役
会会長 

ヨハン・トーングレン 
コンサルタント
選任：2009年より取締役
学歴：ストックホルム商科大学経営学
修士　	
職務遍歴：SASグループ上席副社長兼財
務担当者、SASグループ グループ・ファイ
ナンス担当副社長、Svensk Exportkredit 
AB財務担当者
現在の職務：SPP Fonder AB会長	

アンダーシュ・ペランダー
従業員代表
選任：2012年8月28日より取締役
学歴：ウプサラ大学数学博士
公社での役職：市場アナリスト
職務遍歴：ノルビーク大学講師

アンナ・サンドボリィ
カールスタード・コミューン事務局
長、Karlstads Stadshus AB社長 
選任：2010年より取締役
学歴：ウプサラ大学法学修士
職務遍歴：カールスタード・コミューン
事務局長兼コミューン執行委員会研究
秘書官
現在の職務：Vänerhamn AB副会長

29



ペーター・ストランド、
公認会計士
アーンスト・アンド・ヤング

スウェーデン地方金融公社 • 2012年度年次報告書

スウェーデン地方金融公社の監査人
公社の年次総会で外部監査人および一般監査人
が選任されます。定款に従い、公社は監査人を1名
置かねばなりません。監査人は、公社の年次総会に
おいて、年次総会での協同組合の代表による提案
に沿い、監査人の選任後4回目の会計年度に開催
される定時年次総会の終了までを任期として任命
されます。また年次総会においては、代理監査人も
任命されます。

外部監査人
公社の2012年年次総会
において、アーンスト・アン
ド・ヤングABが、2016年
に開催される年次総会の
終了までを任期として監
査法人に任命されました。
アーンスト・アンド・ヤング
ABは、公認監査人のペー
ター・スランド氏を包括的
な責任を持つ監査人とし
て選定しました。監査人は、取締役会と少なくとも
年2回の会合を設けます。

ペーター・ストランド氏は2007年以降、公社

についての監査を行っています。ペーター・スト
ランド氏のその他の監査業務担当先としては、第
一、第二、第三、第四および第七スウェーデン国家
年金基金(AP Funds)、IF Skadeförsäkring(損害
保険)、Nordnet、LRF、Sala Savings Bankおよび
Ålandsbankenが挙げられます。

一般監査人
一般監査人は、外部監査人、取締役会会長、社長お
よび公社を代表するその他の者と定期的に会合を
持ちます。必要に応じて、一般監査人は、通常の法
定監査以外の監査措置を請求することができます。
また一般監査人は、選任委員会としての機能も果た
し、監査人の推薦および監査人の報酬についての提
案を提出します。

スウェーデン地方金融協同組合の2012年年
次総会において、以下の公社ついての一般監査人
が、2016年年次総会の終了までを任期として任命
されました。

アニタ・ボーマン(S)、ベスタービーク・コミューン執行
委員会の前副議長（再選任）

ニクラス・ショーベリィ(M)、スクループ・コミューン
執行委員会の議長（新規選任）
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報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員 

   その他の    
氏名 年度 基本給 給付 変動報酬 年金費用 合計

トーマス・ヴェーングレン		 2012年	 2,707,746	 78,600	 -	 819,650	 3,605,996
	 2011年	 2,624,452	 83,496	 -	 754,803	 3,462,751

マリア・ビームネ		 2012年	 1,830,148	 160	 -	 417,502	 2,247,810
	 2011年	 1,831,754	 -	 -	 442,072	 2,273,826

その他の執行役員		 2012年	 4,251,352	 7,699	 -	 966,307	 5,225,358
(3名(前年度：3名)）	 2011年	 3,388,711	 903	 -	 608,687	 3,998,302

スウェーデン地方金融公社の執行役員
社長は、取締役会で決定された目標が達成されるよう
な方法で業務を主導、組織、発展させます。書面による
指示では、取締役会および社長の職務分担が規定され
ています。

社長は、取締役会に、規制体制の変更、監査報告書
の内容およびその他の重大な事象について継続的に情
報を提供することに責任を負います。社長の職務は、取
締役会会議に先立つ場合を含め、取締役会に対して必
要な情報や意思決定を支援する資料を提供すること、
および取締役会が毎月書面による報告書を受け取るよ
うにすることです。また手続規則においても、社長の財
務に関する権限範囲が正式に示されています。

執行役員グループ
社長を支援するために執行役員グループが置かれてい
ます。2012年1月1日から同年9月30日までの期間中は、
社長に加えて同グループは、マリア・ビームネ(業務執行
副社長)、ヨハンナ・ラーション(管理部長)、アンダーシュ・
ゴンゲ(資金調達・財務部長)およびペレ・ホルメーツ(貸
付部長)で構成されていました。
　2012年10月1日付の組織改編に関連して、同グルー
プの構成に異動がありました。2012年10月1日から同
年12月31日までの期間中、同グループは、トーマス・ヴ
ェーングレン（社長）、マリア・ビームネ(業務執行副社長)
、ヨハンナ・ラーション(最高財務責任者)、ミカエル・ヨハ
ンソン(人事部長）およびブリット・ケルケンベリィ(リスク・
分析部長)で構成されていました。また同グループには、
最高業務責任者(COO)も含まれています。2013年2月に
最高業務責任者の職が埋められるまでは、資金調達・財
務部長および貸付部長が補佐メンバーとして同グループ
の一員となっていました。

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者
学歴：エーレブロー大学およびストックホル
ム大学、工学士－行政学
職務遍歴：公社副社長兼財務担当部長、 
SBAB財務担当者ほか
その他の職務：Vasallen AB取締役
誕生年：1961年

マリア・ビームネ
業務執行副社長
学歴：メーラルダーレン大学経済学士、  
ストックホルム大学法学修士、ロッテルダム
大学およびハンブルク大学法律経済  
ヨーロッパ修士
職務遍歴：公社財務グループ部長および社
内法律顧問ほか
誕生年：1970年

ブリット・ケルケンベリィ
最高リスク管理責任者
学歴：ウプサラ大学経営学士
職務遍歴:スウェーデン中央銀行統計担当部
長、Treviseプライベート・バンキング管理・
財務部長、およびインター・イケア・トレジャ
リー バックオフィス兼ミドルオフィス・マネ
ージャーほか
誕生年：1964年

ミカエル・ヨハンソン
人事部長
学歴：エーレブロー大学、経営に重点を置い
た人事・職業問題プログラム終了
職務遍歴:ランスティング・エーレブロー労働
局人事部長、クムラ更正施設・人事部長、ラ
ンスティング・エーレブロー エコノミスト
誕生年：1961年

ヨハンナ・ラーション
最高財務責任者
学歴：ストックホルム大学経済学修士、ストッ
クホルム商科大学IFLエグゼクティブ教育、
金融・分析学学位（AFA、CEFA）
職務遍歴：公社財務アドバイザー、ビルカ・
エネルギー社ポートフォリオ・マネージャー
ほか
誕生年：1973年

執行役員グループ
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財務報告に関する内部ガバナンスについての
取締役会の報告

取締役会は、業務、内部ガバナンスおよび内部統制に

包括的な責任を負っています。取締役会は、内部ガバ

ナンスおよび内部統制の方針を承認し、毎年内部ガバ

ナンスおよび内部統制の計画と同様に業務計画を承

認しています。

　効果的な統制環境を維持することおよび内部統制

のプロセスを継続させることの責任は、社長に委譲さ

れています。これには、内部ガバナンスおよび内部統

制のガイドラインを提供すること、内部ガバナンスお

よび内部統制を実行すること、その分野において方針

とその他のガイドラインを遵守することが含まれます。

社長は、完成した内部統制業務プロセスが取締役会に

報告されることに責任を負っています。

財務報告プロセスの内部統制に対する公社のプロ

セスは、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）によ

って発展された枠組みに基づいています。プロセスに

は、業務に関して設定された目標に基づき、5つの要素

が含まれています。すなわち、リスク評価、統制環境、統

制活動、情報・通信および監視です。プロセスは、適正

で効率的な組織および業務の管理、信頼できる財務報

告および法令、規則、内部規則だけでなく一般に認め

られた方針および良質の基準を遵守する確固たる能

力を確保するよう企図されています。

リスク評価は、リスクおよび確率と結果の組合せ

の概念に関する公社の理解および適用に基づいてい

ます。一定のリスク（例えば、金融リスク等）は数学的

モデルに基づき評価されます。その他のリスク（火災

や停電のリスク等）はモデルに基づき評価されます。

リスクを管理するためには、明確な経営、有能な従業

員および効率的な業務体制が要求されます。かかる目

的のため、その他多数の運営関連文書に加え、内部ガ

バナンスおよび内部統制の方針が定められています。

各管理者は、自身が監督する業務について内部ガ

バナンスおよび内部統制に全責任を負います。この責

任は、適切な業務の指示および手続きが存在するこ

とならびにこれらの手続きが定期的に継続管理され

るよう遵守することを必要とします。したがって、内部

統制および規則の遵守に対する責任は、経営責任の

不可欠の一部です。

組織内のその他すべての者もまた、情報を作り出

すことによってまたは例えば様々なワークフローの中

で確認を行うことによって内部ガバナンスおよび内部

統制システムの一端として責任を負います。

各管理者がそれぞれの分野内の動向を分析する

ことに責任を負うほかに、会計グループは財務計画と

フォローアップ、年次および中間の計算書類の処理、

報告および管理に責任を負います。バックオフィス・グ

ループは公社の決済フローの管理に責任を負います。

年次/中間計算書類の処理を支援するため、かかる計

算書類に計上される金額は継続して調整・確認され、

損益計算書および貸借対照表の分析が行われます。

評価に係る事項は、公社のALCOグループ(資産・負債

委員会)により決定され、その後リスク・分析部門が、会

計規則の公正な適用ができるように会計グループとと

もにこれを処理します。

公社のイントラネットは、とりわけ財務管理および

情報に関して、方針、指示およびその他重要な情報を

すべての者に周知させるために使用されています。

公社内で、確認および統制は、3つの防衛ラインに

沿って実行されています。第1の防衛ラインは、業務内

に置かれ、責任は、効率的な統制手続によって日次ベ

ースでリスクを測定、確認および管理することに割り振

られます。第2の防衛ラインは、業務とは分けられ、第

一にリスク・分析部門に置かれ、同部門は、組織全体

にわたり効率的なリスク管理プロセスの実施を確認、

監視および確保します。また第2の防衛ラインには、バ

ックオフィス、コンプライアンスおよび報告が含まれま

す。第3の防衛ラインは内部監査部門です。内部監査部

門は、リスク・ベースで、取締役会および経営陣に対し

て、公社がリスクを評価し管理する方法について報告

を行います。これには、第1および第2の防衛ラインの

手続きが含まれます。
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リスク管理
公社のリスク管理担当であるリスク・分析部門は、グルー
プ全体のリスク管理を行い、グループが被るリスク、主に
信用リスク、市場リスク、流動性リスクおよびオペレーショ
ナル・リスクを監視します。同部門の組織と作業の詳細に
ついては、20頁に記載されています。同機能は、事業運営
とは分けられています。リスク・分析部門の管理者は、社
長によって選任され、社長が選任について取締役会に報
告を行います。取締役会は、リスク管理の問題に関して定
期的に更新情報を受け取ります。

コンプライアンス
公社のコンプライアンス担当(規則の遵守)は、統制・支
援担当として役割を果たしている一方で事業運営から
は独立しています。継続的な事業運営にたびたび関与す
る公社の商事法規担当からも分けられています。コンプ
ライアンス担当は、規則の適切な遵守のために積極的に
働き、すべての分野のコンプライアンスにおける助言、フ
ォローアップおよびその結果事業運営と管理を支援する
ことによってコンプライアンスを促進することになってい
ます。任務は、リスク管理、監視、報告、内部規則の策定、
研修および監督当局との連絡を含みます。コンプライア
ンス担当はまた、有効なガバナンスへの厳しい要求を満
たす方針および指示を確認することに責任を負います。

また一方、規則の遵守は、公社内の全員の責任です。
コンプライアンス担当が中枢に設置されたことにより、従
業員は、業務に適用される内部および外部の規則を遵
守する責任を免除されません。コンプライアンス問題に
関して取締役会および社長を支援することならびにそ
れらの問題の管理を調整することは、コンプライアンス
担当責任者の義務です。コンプライアンス担当の管理者
は、社長によって選任され、取締役会に少なくとも毎年報
告を行います。グループのコンプライアンス・リスクの分
析に基づき、社長は年間コンプライアンス計画を設定し、
かかる計画は取締役会に報告が行われます。

内部監査
内部監査は、独立した公正な保護手段であり、付加価
値をもたらし組織の業務を改善する任務を持つ諮問機
関です。

公社の内部監査は、取締役会に直接報告をする独立
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した審査機能です。内部監査は、公社内のリスク管理、統
制およびガバナンスのプロセスを評価し、業務が取締役
会および社長の意図に従って運営されていることを確実
にする責任を負っています。内部監査は、取締役会、社長
およびグループの外部監査人に継続的に報告を行いま
す。毎年、取締役会は内部監査の作業に関する計画を定
めます。社長は、内部監査担当の報告の結果を受けて、
実施された措置について取締役会に報告を行います。
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損益計算書
1月1日から12月31日まで

 (単位：百万クローネ) 注記 2012年 2011年
利息収益  6,046.2 5,401.6

利息費用  -5,274.5 -4,829.0

純利息収益 4 771.7 572.6

支払手数料 5 -8.5 -8.6

金融取引純利益 6 -267.1 72.1

その他営業収益 7 4.6 0.1

営業収益合計  500.7 636.2

一般管理費 8 -244.0 -230.0

有形固定資産減価償却費 18 -2.7 -2.5

その他営業費用 9 -5.0          -7.6

費用合計  -251.7 -240.1

営業利益  249.1 396.1

処分 10 204.0 13.9

当期利益にかかる公租公課 11 -132.5 -109.4

当期利益  320.6 300.6

    

包括利益計算書
1月1日から12月31日まで
 

 (単位：百万クローネ) 注記 2012年 2011年
当期利益  320.6 300.6

その他包括利益   

売却可能金融資産  125.3 -99.0

当期利益に振り替えられた売却可能金融資産  24.4 -0.2

貸付金および債権  -1.2 -4.2

その他包括利益に関連する公租公課 11 -37.9 27.2

当期その他包括利益  110.6 -76.2
当期包括利益  431.2 224.4
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貸借対照表
12月31日現在

(単位：百万クローネ) 注記 2012年 2011年
資産   

現金  0.0 0.0

担保適格国債 12 11,160.8 10,841.7

金融機関に対する貸付金 3 15,618.6 1,734.5

貸付金 13 200,950.7 168,070.5

債券およびその他利付証券 14 44,293.7 39,518.7

株式および出資持分 15 1.7 1.3

関連会社株式および出資持分 16 0.5 0.5

子会社株式および出資持分 17 32.0 -

デリバティブ  3 11,057.4 13,687.2

有形資産 18 5.6 6.7

当期税金資産 11 79.0 79.0

その他資産 19 14.1 30.9

繰延税金資産 11 56.8 38.4

前払費用および未収収益  12.7 19.0

資産合計  283,283.6 234,028.4

負債、引当金および資本   

金融機関に対する負債 3 5,610.4 4,149.4

有価証券  3 257,257.3 218,037.4

デリバティブ 3 17,517.2 9,354.5

その他負債 20 818.4 455.4

未払費用および前受収益 21 125.2 111.5

引当金 22 2.1 1.6

劣後債務 23 1,000.3 1,000.2

負債および引当金合計  282,330.9 233,110.0

非課税準備金 24 - 204.0

資本  952.7 714.4

制限資本    

   株式資本(1株当り額面100クローネ、各年度それぞれ6,083,850株および2,923,850株)  608.4 292.4

   進行中の新株発行(1株当り額面100クローネ、各年度それぞれ200,000株および0株)  20.0 -

   法定準備金  17.5 17.5

非制限資本   

    公正価値準備金  23.0 -87.6

    繰越利益  -36.8 191.5

    当期利益  320.6 300.6

資本合計  952.7 714.4

負債、引当金および資本合計  283,283.6 234,028.4

備忘項目   

自己負債に対する担保提供 25 22,442.3 3,516.9

偶発債務  なし なし

債務   

未実行の約定済貸付金  2,876.4 1,576.0
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 制限資本 非制限資本 資本合計
 

 株式資本  法定  公正価値 繰越利益 当期利益 

  準備金 準備金 1 /損失   

 

（単位：百万クローネ）      

2011年1月1日現在の前期繰越資本 288.5 17.5 -11.4 347.6 140.6 782.8

      

当期利益 - - - - 300.6 300.6

      

その他包括利益 2 - - -76.2 - - -76.2

      

余剰金処分 - - - 140.6 -140.6 0.0

      

新株発行 3.9 - - - - 3.9

      

グループ補助金 - - - -402.6 - -402.6

グループ補助金に関する税効果 - - - 105.9 - 105.9

2011年12月31日現在の次期繰越資本 292.4 17.5 -87.6 191.5 300.6 714.4 

   

   

2012年1月1日現在の前期繰越資本 292.4 17.5 -87.6 191.5 300.6 714.4

      

当期利益 - - - - 320.6 320.6

      

その他包括利益 2 - - 110.6 - - 110.6

      

余剰金処分 - - - 300.6 -300.6 0.0

      

新株発行 316.0 - - - - 316.0

進行中の新株発行 20.0 - - - - 20.0

グループ補助金 - - - -717.7 - -717.7

グループ補助金に関する税効果 - - - 188.8 - 188.8

2012年12月31日現在の次期繰越資本 628.4 17.5 23.0 -36.8 320.6 952.7

1 公正価値準備金は以下で構成されています。 2011年 2012年   

  - 売却可能金融資産 -88.5 23.0    

  - 貸付金および債権(再分類後) 0.9 0.0    
 
2 その他包括利益      

  34頁の包括利益計算書をご参照下さい。      

資本変動表
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キャッシュ・フロー計算書
1月1日から12月31日まで

(単位：百万クローネ)  2012年 2011年
営業活動  

営業利益  249.1 396.0

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整  262.2 -10.6

税金の支払  -0.6 -84.4

営業活動における資産および負債の増減前の 

営業活動からのキャッシュ・フロー  510.7 301.0

利付証券の増減  -4,561.7 -8,412.1

貸付金の増減  -32,299.7 -32,978.2

その他資産の増減  23.4 -11.7

その他負債の増減  -45.4 125.6

営業活動からのキャッシュ・フロー   -36,372.7 -40,975.4

投資活動   

子会社の取得  -32.0 -

有形資産の取得  -1.6 -2.3

投資活動からのキャッシュ・フロー  -33.6 -2.3

財務活動    

利付証券の発行  163,834.8 143,755.1

利付証券の償還  -113,585.4 -102,716.7

新株発行    336.0  3.9

グループ補助金の支払  -295.0 -27.7

財務活動からのキャッシュ・フロー  50,290.4 41,014.6

当期のキャッシュ・フロー  13,884.1 36.9

期首流動資産残高  1,734.5 1,697.6

期末現金および現金同等物残高  15,618.6 1,734.5

キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて作成されています。営業利益は、営業活動に含まれない増減を調
整しています。キャッシュ・フロー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動からの対内・対外支払に分けら
れています。 
 
流動資産には、金融機関に対する貸付金のみが含まれます。 

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整    

減価償却費  2.7 2.5

金融資産の増減による為替レート差額  -1.4 0.0

未実現の市場価値変動  260.9 -13.1

合計  262.2 -10.6

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息   

受取利息  5,777.8 5,032.9

支払利息  -5,000.0 -4,459.3
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1  スウェーデン地方金融公社に関する情報

本年次報告書はスウェーデン地方金融公社 (登録番号 SE556281-4409)

の2012年12月31日に終了した年度についてのものです。公社はその登

録事務所を、エーレブローに置いています。公社の住所はスウェーデン、エ

ーレブロー P.O. Box 124、 SE-701 42です。

スウェーデン地方金融公社の親団体は、スウェーデン地方金融協同組

合(登録番号 SE716453-2074)です。

年次報告書の公表については、2013年2月25日に取締役会によって

承認されました。損益計算書および貸借対照表は、2013年4月18日の年

次総会での承認を受けるものとします。
 

2 会計原則

基準および法令の遵守
公社の年次報告書はスウェーデンの金融機関および証券会社の年次会計

に関する法律(以下「ÅRKL」といいます。)、ならびに金融機関および証券会

社の年次会計に関するスウェーデン金融監督局の規則および一般勧告(以

下「FFFS2008:25」といいます。)に従って作成されています。

したがって、EUにより承認されたすべてのIFRS(国際財務報告基準)お

よび解釈には、ÅRKLの規定の範囲内で、FFFS2008:25で明示された追加

規定および除外規定を考慮の上、可能な限り従っています。

ÅRKL第7条第6a項に従い、公社は連結計算書類を作成しないことを

選択しました。

下記の会計原則は、特に記載のない限り、財務書類中に表示された全

期間について一貫して適用されました。

連結計算書類
2012年1月1日付で、スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方金

融協同組合からスウェーデン地方不動産会社(Kommuninvest Fastighets 

AB)の株式のすべてを32百万クローネで取得しました。スウェーデン地方

金融公社は現在、親会社であるスウェーデン地方金融公社および子会社

であるスウェーデン地方不動産会社から成る企業集団を形成しています。

スウェーデン地方不動産会社の業務はもっぱら、スウェーデン地方金融公

社が業務を行っている建物の所有および管理です。財政状態および業績

の公正な概観を示すにあたり、公社の子会社の重要性が低いため、ÅRKL

第7条第6a項に従い、公社は連結計算書類を作成しません。詳細について

は、注記17をご参照下さい。 連結計算書類は、親団体により作成されてお

り、ホームページwww.kommuninvest.orgより入手できます。

IFRSの新基準または改正による
会計原則の変更
2012年度から適用されたその他のIFRSの改正は、公社の会計に重大な

影響を及ぼしていません。

国際会計基準審議会による新規および改正基準ならびに
国際財務報告解釈指針委員会によるステートメント
2012年以降に効力を生じることになる新基準およびその解釈指針のう

ち、以下の規則が公社の将来の年次計算書類に影響するものとみられて

います。公社はいずれの規則も先行して適用しておらず、代わりにEUによ

り適用が採択された時点で規則を適用します。

注記
特に記載のない限り、金額はすべて百万クローネ単位で表示されています。

財務書類の注記の概要 
 

注記　 頁

1 スウェーデン地方金融公社に関する情報  ..................  38 

2 会計原則  ..............................................................................  38 
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5 支払手数料 ..........................................................................  47
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IAS第1号「財務諸表の表示」：改正は、その他包括利益の項目を表示する

方法に関するものです。当該項目は、1)当期利益/損失として再分類できる

項目、および2)当期利益/損失として再分類できない項目の2つの分類に

分けられます。かかる改正はEUにより承認され、2012年7月1日以後に開始

した会計年度に遡及して適用されることになります。その他包括利益にお

いて、公社は、当期利益/損失として再分類できる項目のみを有しています。

IAS第32号「金融商品：表示」：改正には、金融資産と金融負債との

相殺が認められる時期を定める規則に関する分類が含まれます。基準

は、2014年1月1日以後に開始する会計年度に遡及して適用されることに

なります。かかる改正は2012年12月にEUにより承認されました。公社は、

かかる改正が会計上どのような影響を及ぼすかについて、評価をまだ行っ

ていません。

IFRS第7号「金融商品：開示」：金融資産と金融負債との貸借対照表に

おける相殺、および相殺を認める様々なタイプの枠組みの取決めでカバ

ーされる資産と負債について開示しなければなりません。基準は、2013年

1月1日以後に開始した会計年度および会計年度の中間期間に遡及して

適用されることになります。かかる改正は、2012年12月にEUにより承認さ

れました。公社は、かかる改正により開示要件が増加し、公社の上半期に

係る中間報告書にも影響が及ぶと考えています。

2015年1月1日より、IFRS第9号「金融商品」がIAS第39号「金融商品：

認識および測定」に置き換わることが企図されています。IAS第39号を置

き換えるための国際会計基準審議会の計画は、分類および測定、減損モ

デルおよびヘッジ会計という3つの部に分けられています。この時点で、全

体のうち金融商品の分類および測定のみが発表されています。

分類および測定：現在IAS第39号に含まれる金融資産の分類は、IFRS

第9号の2つの分類に置き換わることになります。これにより、資産は、公正

価値または発生主義原価で評価されます。発生主義原価による評価は、契

約上のキャッシュ・フロー(支払総額および特定日の支払総額に係る利息

で構成されます。)を受領することを目的とするビジネス・モデルに従って

保有される商品に用いられています。その他の金融資産は、公正価値で計

上され、IAS第39号と同様、「公正価値オプション」の適用機会は維持され

ます。公正価値変動は、売買目的以外で保有され、かつその他包括利益に

おける価値変動を計上することを当初選択したエクイティ商品の価値変

動を除き、損益に計上されます。ヘッジ会計で用いられるデリバティブの変

動は、IFRS第9号の該当部分による影響は受けず、今後の通知があるまで

IAS第39号に従い計上されます。IFRS第9号に基づく金融負債の分類およ

び測定についての大部分の原則は、公正価値オプションに従い任意で公

正価値で計上される金融負債の公正価値変動の計上方法を除き、IAS第

39号の原則と一致しています。かかる負債について、価値変動は、自らの

信用度に起因する変動およびベンチマーク金利の変動に分けられます。公

社は、IFRS第9号についての影響の評価をまだ行っていません。

IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定および開示要件の強

化に関する新しい統一基準です。基準は、関連するIFRSの基準における公

正価値測定に関する従前の指針に置き換えられます。基準は、公正価値測

定の時期ではなく、その方法を定めるものです。基準は、2013年1月1日以

後に開始する会計年度に将来に向かって適用されることになります。かか

る改正は、2012年12月にEUにより承認されました。公社は、かかる改正は

公社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないと考えています。

重要な判断および仮定
財務書類の作成には、会計および開示に影響を及ぼす判断および仮定が

含まれます。金融商品の会計上の分類の選択にかかる会計原則を適用す

る際の最も重要な判断については、以下のとおり、金融商品の項において

説明されています。活発な市場で売買が行われていない金融商品の公正

価値を決定する際、公社は評価技法を適用し、不確実性に関連する可能性

がある仮定を設定します。注記28には、金融商品の公正価値の形態ならび

に重要な仮定および感応度分析を含む不確実性が記載されています。

機能通貨および表示通貨
公社の機能通貨はスウェーデン・クローネ(SEK)であり、財務書類は同一

通貨で作成されています。すべての金額につき、特に記載のない限り、百

万クローネ未満は四捨五入されています。

外貨建取引
外貨建取引は取引日に有効な為替レートで機能通貨に換算されていま

す。外貨建の金融資産および金融負債は、貸借対照表の日付の有効な為

替レートで機能通貨に換算されています。換算から生じる為替レート差額

は、損益計算書にて認識されます。

関連会社
関連会社への出資持分は原価法に従い計上されています。

子会社
子会社の持ち株は原価法に従い計上されています。

利息収益および利息費用
損益計算書において示される利息収益および利息費用は、以下で構成さ

れています。

-  償却原価で測定される金融資産および金融負債に対する利息

-  売却可能として分類される金融資産に対する利息

- 損益を通じて公正価値で測定され、売却可能として分類される金融資産

に対する利息

-  ヘッジ手段であり、ヘッジ会計が適用されるデリバティブに対する利息

支払手数料
支払手数料は、預託手数料、代理人支払手数料および有価証券仲介手数

料等、提供を受けたサービスに対する費用で構成されています。

金融取引純利益
「金融取引純利益」項目は、金融取引から生じる実現・未実現の価値変動

を包含しています。金融取引純利益は以下で構成されています。

- 売買目的で保有される資産および負債の未実現の公正価値変動

- 損益を通じて公正価値で認識される資産および負債の未実現の公正価

値変動

- 公正価値ヘッジ会計が用いられるデリバティブの未実現の公正価値変動

- 公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに関するヘッジ項目の未実現

の公正価値変動

-  金融資産および金融負債の処分からのキャピタルゲイン/ロス
-  為替レートの変動
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2つ目のサブグループはまた、金融機関に対する負債および有価証券

を含みます。これは主として、固定金利での借入金および仕組み借入金を

指します。固定金利での借入金をこの分類に分類している理由は、かかる

借入金が、デリバティブを用いて、財務上は公正価値でヘッジされ、また借

入金が主として公正価値で測定される貸付金に充当されているためです。

借入金ではなく、貸付金とデリバティブを公正価値で測定すると一致しな

い場合があります。

仕組み信用をこの分類に分類している理由は、かかる借入金が重要な

組込みデリバティブに含まれているため、また単独のデリバティブと借入

金の評価上の不一致を大幅に減らすためです。

貸付金および債権
貸付金および債権は、活発な市場において相場がない固定的または確定

的な支払を伴う資産です。これらの資産は支払われる予定額、すなわち貸

倒れを控除して測定されます。これは公社が売却可能金融資産から再分

類した金融機関に対する貸付金、一定のその他の貸付金および投資も含

んでいます。注記28をご参照下さい。

売却可能金融資産
この分類には、公社のトレーディング業務に含まれない利付証券または金

利ヘッジのデリバティブを伴う利付証券への投資が含まれています。貸付

金および債権に再分類された利付証券もこの分類で従前は認識されてい

ました。注記28をご参照下さい。

この分類の資産は、継続して公正価値で測定され、価値変動はその他

包括利益において認識されています。評価減や為替レート差額による価値

変動は損益計算書において認識されています。利息も損益計算書で認識

されています。

その他包括利益において認識される公正価値での測定は、金融商品

が満期となるかまたは処分されるまで継続します。資産の処分の際、従前

はその他包括利益で認識されていた損益の累計額は損益計算書におい

て認識されています。

その他の金融負債
支払勘定等、金融機関に対する負債、有価証券、劣後債務およびその他の

金融負債はこの分類に含まれます。負債は償却原価で測定されています。

ヘッジ会計
真実かつ公正な業務の概観を得るため、公社は、可能な場合、1つまたは

複数の金融商品でヘッジを行っている資産および負債には公正価値ヘッ

ジ会計を適用しています。ヘッジ対象リスクとは、スワップ金利の変動の

結果として生じる公正価値変動のリスクです。そのためヘッジ項目は、ヘッ

ジ対象リスクの公正価値変動に基づき再評価されています。公社はヘッ

ジ手段として金利および為替のスワップを利用しており、資産/負債は、商

品がヘッジする構成要素に関しては損益を通じて公正価値で測定されて

います。

非有効性は損益計算書において認識されています。ヘッジ関係が有効

性要件を満たさない場合、かかる関係は中断されて資産/負債は償却原価

で認識され、資産/負債の価値変動の累積額は残存期間にわたり配賦され

ます。公社のヘッジ関係は有効性が高いとみなされています。

公社の財務書類作成のための基本的な測定原則
金融資産および金融負債は、公正価値で測定されるかまたは公正価値ヘ

ッジの対象である金融資産を除き、以下のとおり償却原価で認識されてい

ます。

金融商品
資産の部として貸借対照表で認識される金融商品には、貸付金、金融機関

に対する貸付金、利付証券、デリバティブおよびその他の金融資産が含ま

れます。負債および資本には、金融機関に対する負債、有価証券、デリバテ

ィブ、劣後債務およびその他の金融負債が含まれます。

貸借対照表における認識および貸借対照表からの除去

金融資産または金融負債は、公社が商品の契約当事者となる場合には、

貸借対照表において認識されます。

金融資産は、契約上の権利が実現された時点、期限が到来した時点、

または公社がこれらの支配を失った時点で、貸借対照表から除去されま

す。金融資産の部分についても同様の処理がなされます。金融負債は、契

約上の義務が履行された時点または別の方法により消滅した時点で、貸

借対照表から除去されます。金融負債の部分についても同様の処理がな

されます。

金融資産および金融負債は、金額を相殺するための法的資格が整って

いる場合、および純額で項目の調整を図る意向、または資産の計上と負債

の調整を同時に行う意向がある場合に限り、相殺され、貸借対照表におい

て純額として認識されます。

金融商品の取得および売却は、取引日(つまり、公社が金融商品の取得

または売却を約定する日)に計上されます。

分類および測定

金融商品を最初に認識するときは、一部はその購入目的に基づき分類さ

れますが、IAS第39号に含まれる選択肢に基づく分類もされます。金融商

品が当初認識後にどのように測定されるのかは、その分類により、以下の

とおり決定されます。

損益を通じて公正価値で評価される金融資産および金融負債
この分類の金融商品は、継続して公正価値で測定され、価値変動が損益

計算書に計上されています。

この分類には、売買保有目的の金融資産および金融負債や公社が当

初認識時にこの分類に分類したその他の金融資産および金融負債といっ

た2つのサブグループがあります。

1つ目のサブグループは、金融ヘッジのために保有されますが、ヘッジ

会計に含まれないデリバティブとトレーディング業務に含まれる投資から

成ります。

2つ目のサブグループは、貸付金および投資等の資産を含みます。公社

がかかる資産をこの分類に分類している理由は、そうしない場合に測定お

よび認識に関して生じうる会計上のミスマッチを是正するためです。借入

れ、貸付けおよび投資の条件がマッチしない場合に生じる市場リスクを抑

制するため、リスク管理手段としてデリバティブ契約が用いられます。損益

を通じてデリバティブを公正価値で測定し、その関連する貸付金または投

資を公正価値で測定しなかったならば会計上のミスマッチが生じうること

になります。
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金融商品の信用損失および評価減
コミューンおよびランスティングは、地方自治体当局のスウェーデン憲法

上の特別な地位および課税権に基づき、破産宣言することはありません。

破産以外の方法により存続を中止することもできません。このため、コミュ

ーンおよびランスティングの債務には、潜在的に政府の保証が付されてい

ることになります。また地方自治体の資産を借入れの担保として差し入れ

ることは禁止されているため、コミューンおよびランスティングはすべての

債務に関し、その徴税権および総資産をすべて利用しても返済する責任

を負っています。

各報告日において、公社は、1つまたは複数の事由(損失事由)が資産

の当初認識後に生じた結果、またかかる損失事由が資産または資産グル

ープに関して予想される将来キャッシュ・フローに影響を及ぼした結果と

して、金融資産または資産グループについて評価減が必要であるとする

客観的な証拠があるか否かを評価します。客観的証拠とは、1)発生してい

る観察可能な条件のうち取得原価を回収する可能性に悪影響を及ぼす

もので、かつ2)売却可能金融資産として分類される金融投資の公正価値

が大幅にもしくは長期的に減少するようなものを指しています。発生主義

原価で報告された金融資産の減損を認識する必要性に対して客観的指

標が存在する場合、かかる減損額は、資産の予想される将来キャッシュ・

フロー(当初実効金利にて割引後)の現在値と報告された資産の価値の差

異として計算されます。

有形資産
有形固定資産は、将来の経済的便益が公社にもたらされることが見込ま

れ、資産原価が確実に測定されうる場合、貸借対照表において資産として

認識されています。

有形固定資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上されています。

有形固定資産の認識価額は解体または売却の際に、または資産の使

用、解体または売却から将来の経済的便益が見込まれない場合、貸借対

照表から除去されています。資産の売却または解体から生じる可能性のあ

る損益は、売却価格と売却直接原価控除後の資産の認識価額との差異と

で成ります。損益は、その他営業収益/その他営業費用として認識されてい

ます。

減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計上されていま

す。公社は、設備の耐用年数を5年と算定しています。貸借対照表に含まれ

る美術品については減価償却がなされません。

保険を通じた年金
労働協約に基づく勤務に対する年金給付に係る公社の年金制度は、SPP

社との保険契約を通じて確保されています。

IAS第19号に従い、掛金建(確定拠出型)年金制度は退職後給付制度で

あり、公社はこれにより一定の掛金額を別個の事業体に支払いますが、事

業体が従業員の当期および前期以前の期間の勤務に関連するすべての

従業員給付を払うために十分な資産を保有していない場合でも、さらなる

法的その他の債務を有しません。給付建(確定給付型)年金制度は、掛金建

(確定拠出型)制度とは別のタイプの退職後給付制度として分類されます。

公社の従業員に対する年金制度は、複数の雇用主を包含する掛金建

(確定拠出型)制度です。公社の年金債務の支払は、損益計算書において

は費用として、従業員が公社に一定期間勤続した場合に得られる率で計

上されています。保険料はSPP社に現行給与をベースに支払われます。

労働協約で合意された勤務に対する年金給付に加え、公社は社長に対

しては別途の取決めによる確定拠出型の年金拠出をしています。年金拠

出は、株式および出資持分に認識される養老保険に投資されています。か

かる保険はまた、年金債務の担保に供されています。負債においては、年

金債務は引当金として認識されています。

これらの保険料の年間費用は注記8に記載されています。

一般管理費
一般管理費には、給与および報酬、年金費用、従業員に対する掛金および

その他の社会保険費用を含む人件費が含まれています。また、一般管理費

には、安定化政策費用(同費用は101.3百万クローネ(前年度：83.6百万ク

ローネ)に上り、費用合計の40％(前年度：35％)を占めました。)が含まれて

います。一般管理費に含まれるその他の費用は、コンサルタント費用、施設

管理費用、研修費、IT費用、通信費、出張旅費、交際費および格付費用のほ

か、市場情報に関する費用や有価証券の流通市場を維持するための費用

です。

処分
処分は、スウェーデンの税法に基づき、非課税準備金の積立ておよび取

崩しにあたります。課税所得の25％は非課税準備金に配賦することがで

き、6税額査定年度の上限内で課税について留保しなければなりません。

非課税準備金は貸借対照表において認識され、当期の変動は損益計算書

において認識されています。2012年度、処分はすべて解消されました。

公租公課
当期に係る公租公課には当期税額および繰延べ税額が含まれています。

法人税は、原取引が直接その他包括利益または資本の部で認識される場

合を除き損益計算書において認識され、これによりその他包括利益または

資本の部において付随する公租公課が認識されます。

当期に係る公租公課は当該年度に対して支払わねばならない公租公

課です。またこれには、過年度に起因する当期に係る公租公課の調整も含

まれます。

繰延べ税金は、貸借対照表アプローチに従って、資産および負債の計

上額と課税価格との一時差異のベースで計算されます。

グループ補助金
公社は、親団体へのグループ補助金を直接資本の部で認識しています。
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2011年  信用リスク・ 評価減/ 認識値  担保の  担保控除後の
  エクスポージャー総額 引当金   価値 信用リスク・ 
  (評価減前)     エクスポージャー総額 
有価証券に対する信用 

国および地方自治体の保証  168,070.5 - 168,070.5 - 168,070.5

合計  168,070.5 - 168,070.5 - 168,070.5
       

有価証券       

国債およびその他公的機関によるもの      

 - AAA  8,285.9 - 8,285.9 - 8,285.9

 - AA  2,555.8 - 2,555.8 - 2,555.8

その他の発行体によるもの       

 - AAA  26,176.9 - 26,176.9 - 26,176.9

 - AA  11,600.3 - 11,600.3 - 11,600.3

 - A  3,325.0 - 3,325.0 - 3,325.0

 - BB  150.9 - 150.9 - 150.9

合計  52,094.8 - 52,094.8 - 52,094.8
       

デリバティブ       

 - AA  5,549.6 - 5,549.6 1,063.5 4,486.1

 - A  8,050.1 - 8,050.1 3,206.3 4,843.8

 - BBB  87.5 - 87.5 63.3 24.2

合計  13,687.2 - 13,687.2 4,333.1 9,354.1
       

債務        

地方自治体の保証に対する未実行の約定済貸付金 1,576.0 - 1,576.0 - 1,576.0

合計  1,576.0 - 1,576.0 - 1,576.0
       

信用リスク・エクスポージャー総額  235,428.5 - 235,428.5 4,333.1 231,095.4

公社では、ギリシャ、アイルランド、イタリア、スペインまたはポルトガルへの直接的エクスポージャーは有していません。格付けBBを有する有価証券は、ノルウェー輸出金融公社(Exportfinans)に関連するもので
す。格付けBBBを有する有価証券は、ダンスク・バンク(Danske Bank)に関連するものです。無格付の有価証券は、ウーメオ(Umeå)コミューンに関連するものです。

3 金融リスク 
リスク管理に関する情報については、20頁-25頁をご参照下さい。

  

2012年  信用リスク・ 評価減/ 認識値  担保の  担保控除後の
  エクスポージャー総額 引当金   価値 信用リスク・ 
  (評価減前)     エクスポージャー総額 
有価証券に対する信用       

国および地方自治体の保証  200,950.7 - 200,950.7 - 200,950.7

合計   200,950.7 - 200,950.7 - 200,950.7
       

有価証券       

国債およびその他公的機関によるもの      

 - AAA  8,829.9 - 8,829.9 - 8,829.9

 - AA  2,129.6 - 2,129.6 - 2,129.6

 - 無格付  201.3 - 201.3 - 201.3

その他の発行体によるもの       

 - AAA  35,481.4 - 35,481.4 - 35,481.4

 - AA  10,146.8 - 10,146.8 3,167.4 6,979.4

 - A  2,260.2 - 2,260.2 587.6 1,672.6

 - BBB  11,863.7 - 11,863.7 11,863.7 0.0

 - BB  160.2 - 160.2 - 160.2

合計  71,073.1 - 71,073.1 15,618.7 55,454.4
       

デリバティブ       

 - AA  3,620.0 - 3,620.0 215.1 3,404.9

 - A  5,998.4 - 5,998.4 2,206.6 3,791.8

 - BBB  1,439.0 - 1,439.0 372.1 1,066.9

合計  11,057.4 - 11,057.4 2,793.8 8,263.6
       

債務
地方自治体の保証に対する未実行の約定済貸付金 2,876.4 - 2,876.4 - 2,876.4

合計  2,876.4 - 2,876.4 - 2,876.4
       

信用リスク・エクスポージャー総額  285,957.6 - 285,957.6 18,412.5 267,545.1

信用リスク・エクスポージャー
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名目キャッシュ・フロー－契約残存期間

流動性エクスポージャー  要求払 残存期間 残存期間 残存期間  残存期間 期間が  合計 
  3ヵ月以下 3ヵ月超 1年以下 1年超 5年以下 5年超 ないもの  
契約残存期間        

資産        

担保適格国債 - 6,764.3 856.9 3,206.3 - - 10,827.5

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

貸付金 - 57,314.9 37,459.8 56,894.7 15,729.5 - 167,398.9

債券およびその他利付証券 - 2,154.8 8,608.8 28,124.1 - - 38,887.7

デリバティブ - 64,591.8 104,211.5 168,509.1 44,684.1 - 381,996.5

その他資産項目 - 175.8 - - - - 175.8

資産合計 1,734.5 131,001.6 151,137.0 256,734.2 60,413.6 - 601,020.9

負債        

金融機関に対する負債 - - 357.0 840.9 2,728.3 - 3,926.2

有価証券 - 47,912.5 69,025.9 83,512.9 18,433.3 - 218,884.6

デリバティブ - 64,428.3 103,495.8 166,199.5 41,599.5 - 375,723.1

その他負債 - 568.6 - - - - 568.6

劣後債務 - - - - 1,000.0 - 1,000.0 

資本 - - - - - 918.4 918.4

負債および資本合計 - 112,909.4 172,878.7 250,553.3 63,761.1 918.4 601,020.9

純額 1,734.5 18,092.2 -21,741.7 6,180.9 -3,347.5 -918.4 0.0

未実行の約定済貸付金 1,576.0 - - - - - -

 

1. 大方の場合、将来の利息の支払はマッチさせた支払フローに含まれています。預金および費用支払の双方に関しては将来の利息の支払は除かれています。

名目キャッシュ・フロー－契約残存期間

流動性エクスポージャー  要求払 残存期間 残存期間 残存期間  残存期間 期間が  合計 
  3ヵ月以下 3ヵ月超 1年以下 1年超 5年以下 5年超 ないもの  
契約残存期間        

資産        

担保適格国債 - 4,450.0 2,487.8 4,064.7 - - 11,002.5

金融機関に対する貸付金 - 14,414.8 - - - - 14,414.8

貸付金 - 65,920.6 29,423.7 97,512.9 10,836.9 - 203,694.1

債券およびその他利付証券 - 5,280.8 5,968.0 30,480.6 552.7 - 42,282.1

デリバティブ - 93,805.0 65,574.9 245,207.0 34,985.4 - 439,572.3

その他資産項目 - 202.4 - - - - 202.4

資産合計 - 184,073.6 103,454.4 377,265.2 46,375.0 - 711,168.2

負債        

金融機関に対する負債 - 2,291.8 - 1,628.8 1,410.2 - 5,330.8

有価証券 - 35,887.4 44,191.7 159,936.1 19,650.1 - 259,665.3

デリバティブ - 94,844.0 66,749.0 248,188.6 33,491.7 - 443,273.3

その他負債 - 945.8 - - - - 945.8 

劣後債務 - - - - 1,000.3 - 1,000.3 

資本 - - - - - 952.7 952.7

負債および資本合計 - 133,969.0 110,940.7 409,753.5 55,552.3 952.7 711,168.2

純額 - 50,104.6 -7,486.3 -32,488.3 -9,177.3 -952.7 0.0

未実行の約定済貸付金 2,876.4 - - - - - -

2011 年

償還情報1

2012年
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認識値－契約残存期間
 

流動性エクスポージャー  要求払 残存期間 残存期間 残存期間  残存期間 期間が  認識値 
  3ヵ月以下 3ヵ月超 1年以下 1年超 5年以下 5年超 ないもの 合計 
契約残存期間        

資産        

担保適格国債 - 6,765.8 856.7 3,219.2 - - 10,841.7

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

貸付金  - 57,504.7 37,648.4 57,187.5 15,729.9 - 168,070.5

債券およびその他利付証券 - 2,157.0 8,652.2 28,709.5 - - 39,518.7

デリバティブ - 1,798.5 1,746.0 4,324.3 5,818.4 - 13,687.2

その他資産項目 - 175.8 - - - - 175.8

資産合計 1,734.5 68,401.8 48,903.3 93,440.5 21,548.3 - 234,028.4

        

負債        

金融機関に対する負債 - - 357.3 842.2 2,949.9 - 4,149.4

有価証券 - 46,417.6 67,227.1 84,370.0 20,022.7 - 218,037.4

デリバティブ - 504.5 1,642.2 5,192.7 2,015.1 - 9,354.5

その他負債 - 568.5 - - - - 568.5

劣後債務 - - - - 1,000.2 - 1,000.2

資本 - - - - - 918.4 918.4

負債および資本合計 - 47,490.6 69,226.6 90,404.9 25,987.9 918.4 234,028.4

差異合計 1,734.5 20,911.2 -20,323.3 3,035.6 -4,439.6 -918.4 -

未実行の約定済貸付金 1,576.0 - - - - - -

  

 認識値－契約残存期間
 

流動性エクスポージャー  要求払 残存期間 残存期間 残存期間 残存期間 期間が  認識値 
  3ヵ月以下 3ヵ月超 1年以下 1年超 5年以下 5年超 ないもの 合計 
契約残存期間        

資産        

担保適格国債 - 4,445.9 2,492.3 4,222.6 - - 11,160.8

金融機関に対する貸付金 - 15,618.6 - - - - 15,618.6

貸付金  - 65,452.8 28,246.3 96,416.8 10,834.8 - 200,950.7

債券およびその他利付証券 - 5,285.3 6,059.0 32,322.1 627.3 - 44,293.7

デリバティブ - 592.9 1,028.8 6,484.8 2,950.9 - 11,057.4

その他資産項目 - 202.4 - - - - 202.4

資産合計 - 91,597.9 37,826.4 139,446.3 14,413.0 - 283,283.6

        

負債        

金融機関に対する負債 - 2,353.1 - 1,693.2 1,564.1 - 5,610.4

有価証券 - 35,754.8 45,138.7 162,976.4 13,387.4 - 257,257.3

デリバティブ - 2,448.8 2,257.9 10,675.8 2,134.7 - 17,517.2

その他負債 - 945.7 - - - - 945.7

劣後債務 - - - - 1,000.3 - 1,000.3

資本 - - - - - 952.7 952.7

負債および資本合計 - 41,502.4 47,396.6 175,345.4 18,086.5 952.7 283,283.6

差異合計 - 50,095.5 -9,570.2 -35,899.1 -3,673.5 -952.7 0.0

未実行の約定済貸付金 2,876.4 - - - - - -

  

2011 年

2012 年

償還情報
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名目キャッシュ・フロー 

      

資産および負債に伴う 残存期間 残存期間  残存期間  残存期間 残存期間  利息が  合計 
金利固定期間 – 金利エクスポージャー 3ヵ月以下  3ヵ月超1年以下 1年超 5年以下 5年超10年以下 10年超 付かないもの  

資産       

担保適格国債 8,666.0 482.5 1,679.2 - - - 10,827.7

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

貸付金   104,614.7 9,666.2 42,514.4 10,378.6 225.0 - 167,398.9

債券およびその他利付証券 22,534.5 1,929.7 14,423.5 - - - 38,887.7

デリバティブ 218,224.3 81,933.4 64,343.4 15,916.0 1,579.2 - 381,996.3

その他資産 - - - - - 175.8 175.8

資産合計 355,774.0 94,011.8 122,960.5 26,294.6 1,804.2 175.8 601,020.9

       

負債       

金融機関に対する負債 1,699.2 - - 2,048.6 178.4 - 3,926.2

有価証券 68,876.1 68,989.8 64,824.9 14,793.1 1,400.8 - 218,884.7

デリバティブ  274,787.5 33,099.7 58,182.1 9,428.7 225.0 - 375,723.0

その他負債 - - - - - 568.6 568.6

劣後債務 1,000.0 - - - - - 1,000.0

資本 - - - - - 918.4 918.4

負債および資本合計 346,362.8 102,089.5 123,007.0 26,270.4 1,804.2 1,487.0 601,020.9

       

エクスポージャー累計額 9,411.2 -8,077.7 -46.5 24.2 0.0 -1,311.2 0.0

 

 

名目キャッシュ・フロー 

      

資産および負債に伴う 残存期間 残存期間  残存期間  残存期間 残存期間  利息が  合計 
金利固定期間 – 金利エクスポージャー 3ヵ月以下  3ヵ月超1年以下 1年超 5年以下 5年超10年以下 10年超 付かないもの   

資産       

担保適格国債 6,160.8 1,462.8 3,378.9 - - - 11,002.5

金融機関に対する貸付金 14,414.8 - - - - - 14,414.8

貸付金 120,033.2 8,900.3 65,714.4 8,677.2 369.0 - 203,694.1

債券およびその他利付証券 16,510.7 3,607.6 21,611.1 552.7 - - 42,282.1

デリバティブ 290,636.2 45,580.4 93,030.0 9,325.7 1,000.0 - 439,572.3

その他資産 - - - - - 202.4 202.4

資産合計 447,755.7 59,551.1 183,734.4 18,555.6 1,369.0 202.4 711,168.2

       

負債       

金融機関に対する負債 3,420.9 - 1,154.2 755.7 - - 5,330.8

有価証券 95,295.5 49,873.4 104,926.4 8,570.0 1,000.0 - 259,665.3

デリバティブ 335,985.9 18,977.4 78,710.9 9,230.1 369.0 - 443,273.3

その他負債 - - - - - 945.8 945.8

劣後債務 1,000.3 - - - - - 1,000.3

資本 - - - - - 952.7 952.7

負債および資本合計 435,702.6 68,850.8 184,791.5 18,555.8 1,369.0 1,898.5 711,168.2

 

エクスポージャー累計額 12,053.1 -9,299.7 -1,057.1 -0.2 0.0 -1,696.1 0.0

2012年

2011 年

金利固定期間、金利エクスポージャー
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認識値

主要外貨建の資産 
および負債 スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 スイス・ その他の  公正価値 合計 

 クローネ    フラン 通貨 調整 

資産        

金融機関に対する貸付金 1,731.3 0.1 2.9 - - 0.2 - 1,734.5

貸付金   166,615.9 - - - - - 1,454.6 168,070.5

利付証券 20,031.2 8,039.0 21,949.9 - - - 340.3 50,360.4

株式および出資持分 1.8 - - - - - - 1.8

デリバティブ - - - - - - 13,687.2 13,687.2

その他資産 172.7 - 1.3 - - - - 174.0

資産合計 188,552.9 8,039.1 21,954.1 - - 0.2 15,482.1 234,028.4

        

負債        

金融機関に対する負債 482.1 1,395.5 - 2,048.7 - - 223.1 4,149.4

有価証券 73,400.2 6,073.5 51,164.8 44,651.5 11,154.1 25,543.0 6,050.3 218,037.4

デリバティブ 112,041.2 569.3 -29,213.2 -46,700.2 -11,154.1 -25,543.0 9,354.5 9,354.5

劣後債務 1,000.2 - - - - - - 1,000.2

その他負債（資本を含む） 1,632.7 - - - - - -145.8 1,486.9

負債および資本合計 188,556.4 8,038.3 21,951.6 0.0 0.0 0.0 15,482.1 234,028.4

        

資産および負債の差異 -3.5 0.8 2.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

        

外貨に対するスウェーデン・
クローネ高10％の効果（税引前） - 0.1 0.3 - - 0.0 - -

1. 為替リスクが契約上の支払フローに基づき評価されるため、公社は公正価値調整合計を、通貨別ではなく、貸借対照表項目別に示すことを選択しています。  

認識値

主要外貨建の資産 
および負債 スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 英ポンド その他の  公正価値 合計 

 クローネ     通貨 調整 

資産        

金融機関に対する貸付金 15,616.0 2.6 0.0 -0.2 0.1 0.1 - 15,618.6

貸付金 198,915.6 - - - - - 2,035.1 200,950.7

利付証券 29,701.0 7,833.0 18,684.9 - - - -764.4 55,454.5

株式および出資持分 34.2 - - - - - - 34.2

デリバティブ - - - - - - 11,057.4 11,057.4

その他資産 111.2 0.0 0.1 0.0 - - 56.9 168.2

資産合計 244,378.0 7,835.6 18,685.0 -0.2 0.1 0.1 12,385.0 283,283.6

        

負債         

金融機関に対する負債 2,384.6 1,270.8 - 1,749.5 - - 205.5 5,610.4

有価証券 76,645.7 2,383.3 83,325.4 48,049.0 15,844.0 31,519.7 -509.8 257,257.3

デリバティブ 162,259.7 4,180.5 -64,651.6 -49,798.5 -15,844.0 -31,519.7 12,890.8 17,517.2

劣後債務 1,000.3 - - - - - - 1,000.3

その他負債（資本を含む） 2,099.9 0.0 0.0 - - - -201.5 1,898.4

負債および資本合計 244,390.2 7,834.6 18,673.8 0.0 0.0 0.0 12,385.0 283,283.6

        

資産および負債の差異 -12.2 1.0 11.2 -0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

        

外貨に対するスウェーデン・ 

クローネ高10％の効果（税引前）  - 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 - -

2012 年

2011年

為替リスク1
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組合員の責任
スウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびランステ
ィングは、公社の約定すべてをカバーする連帯保証を締結しています。公
社の業務は、1986年の業務開始以来、大幅に変化してきました。公社は、
組合員の借入ニーズに備えるため、また当局や格付機関により課される要
件を満たすために、先行して資金を借り入れます。また公社は、その業務に
おけるリスクを低減するためにヘッジ商品(デリバティブ)を用います。

2010年、組合員の責任を明確化するために、基本的な連帯保証に加
えて、2つの取決めが策定されました。1つは、デリバティブのカウンターパ
ーティ・エクスポージャーに対する責任を定める保証の取決めであり、ロー
ンについての契約上の従前の条項に置き換わるものです。もう1つは、組
合員の相互責任を詳細に記載した最新の求償に関する契約です。契約は、
求償に関する契約および約束手形の条項に従い、従前の責任を明確化し、
これに置き換わるものです。2011年度において、かかる契約は組合員であ
る地方自治体当局それぞれにより承認されました。

責任の分担は、公社による貸付け全体における各組合員の参加割合に
比例して、またスウェーデン地方金融協同組合に対する資本拠出全体にお
ける各組合員の参加割合に基づき約定文書を通じて、年に2回、組合員に
対して通知されています。

約定文書は、2012年12月31日現在の公社の貸借対照表(単位：百万ク
ローネ)における以下の項目に基づいています。

金融機関に対する負債 5,610.4 

有価証券 257,257.3 

借入金合計 262,867.7  
 

負債(約定文書に従ったもの)  

貸し出された借入金(1) 191,794.6 

貸し出されていない借入金(2) 71,073.1 

借入金合計 262,867.7 上記に従ったもの   
 

その他負債(2) 945.7 

デリバティブ*(貸し出された借入金に 

関連するもの)(1) 4,195.0 

負債/約定合計 268,008.4  
 

資産(約定文書に従ったもの)   

貸し出された借入金(1) 200,950.7 注記13参照
貸し出されていない借入金(2) 71,073.1 注記3、12、14参照
その他資産(2) 202.4  

デリバティブ*(貸し出された借入金に  

関連するもの)(1) 560.1 

資産合計 272,786.3  
  

分担の基礎：   

1. 公社の貸し出された借入金全体における各組合員の参加に相当する割合
2. スウェーデン地方金融協同組合に対する資本拠出全体における各組合員の参
加に相当する割合

＊デリバティブ(ヘッジ契約)は、契約ごとに、公社の貸借対照表の総額に含まれています(注記3を

ご参照下さい。)。また公社がカウンターパーティに対して債権を有する場合には資産として、カウ

ンターパーティが公社に対して債権を有する場合は負債として認識されています。

約定文書において、デリバティブは、カウンターパーティごとに純額で認識されます。つまり、同一

カウンターパーティに対する債権は同一カウンターパーティに対する負債で差引計算が行われ

ます。加えて、上記の資産として認識されたデリバティブは、国債等受領した担保分が減額されま

す。2012年12月31日現在、受領した担保は2,794百万クローネ(前年度：4,333百万クローネ)に上

り、エクスポージャー残高をカバーする場合に限り使用されます。これらについては、公社の年次

報告書の注記3の信用リスク・エクスポージャーに開示されていますが、貸借対照表において減額

されていない場合があります。公社は現在、デリバティブに関連した負債に対する差入担保は有し

ていません。

4  純利息収益   

利息収益 2012年 2011年
金融機関に対する貸付金の利息収益 6.8 57.1

貸付金の利息収益 4,929.8 4,309.7

利付証券の利息収益 1,109.0 1,034.8

その他 0.6 0.0

合計 6,046.2 5,401.6

うち、損益を通じて公正価値で  

測定されない金融項目の利息収益 3,748.4 3,339.6

   

利息費用  

金融機関に対する負債の利息費用 0.0 0.6

利付証券の利息費用 5,254.7 4,804.6

その他 19.8 23.8

合計 5,274.5 4,829.0

うち、損益を通じて公正価値で   

測定されない金融項目の利息費用 2,682.2 2,956.2

純利息収益合計 771.7 572.6

  

5  支払手数料   
 

 2012年 122011年 
代理人支払手数料 1.3 1.8

有価証券仲介手数料 6.7 6.4

その他手数料 0.5 0.4

合計 8.5 8.6 

  

6  金融取引純利益   
 2012年 2011年  

自己債権の買戻しによる金額 -24.1 55.9

利付証券 -25.2 0.2

その他金融商品 -6.4 2.9

未実現の市場価値の変動 -260.9 13.1

為替レートの変動 1.3 0.0

合計 -267.1 72.1

   

測定分類別の純利益/損失 2012年 2011年
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 700.9 1,399.0

売買目的保有(資産) 1,171.2 -1,209.8

貸付金および債権 - -1.8

損益を通じて公正価値で測定される金融負債 -2,818.6 2,268.2

売買目的保有(負債) 772.8 -2,469.7

売却可能金融資産のキャピタルゲイン/ロス -24.4 0.2

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段である  

デリバティブの公正価値の変動 190.3 1,243.7

公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに関する 

ヘッジ項目の公正価値の変動 -260.6 -1,157.7

為替レートの変動 1.3 0.0

合計 -267.1 72.1

  

損益(純額)
その他包括利益において認識される  

売却可能金融資産の純利益 148.4 -103.3
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7  その他営業収益  

 2012年 2011年
争議に関連した裁判費用 4.6 -

その他営業収益 0.0 0.1

合計 4.6 0.1 

8  一般管理費 
  
(単位：千クローネ)   

人件費 2012年 2011年 

- 給与および報酬 43,577 40,664

- 社会保険費用 13,513 12,360

- 年金費用 7,285 6,829

- 年金費用に係る特別給与税 1,718 1,609

- 教育/研修費 1,733 1,885

- その他人件費 5,007 3,568

人件費合計 72,833 66,915

 

その他一般管理費  

- 出張旅費 4,013 4,008

- IT費用 13,576 17,303

- コンサルタント費用 20,046 24,946

- 臨時/契約雇用者費用 1,967 2,821

- 格付費用 7,601 7,347

- 市場情報 5,391 3,959

- 賃借料およびその他施設管理費用 3,093 2,700

- 年次報告書および中間報告書 1,595 2,463

- 安定化政策費用 101,346 83,633

- その他 12,491 13,943

その他一般管理費合計 171,119 163,123

合計 243,952 230,038

報酬方針
公社は、報酬方針を適用しており、かかる報酬方針では、公社は変動報酬

を適用しないこととされています。2012年度については、公社の従業員に

対して支払われた変動報酬はありませんでした。

上級役員に対する報酬
社長兼最高経営責任者に対する報酬は取締役会により決定されてい

取締役に対する報酬  

(単位：千クローネ)  2012年 2011年
ビヨルン・ボルジュソン (2011年4月7日から 

 2012年12月4日まで) 400 300

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン  225  257

ローレンツ・アンダーション  155 137

クート・エリアソン  135 117

アンナ・フォン・クノーリング  135 137

カタリーナ・ラーゲルスタム  145 119

アンナ・サンドボリィ  155 137

ヨハン・トーングレン  155 137

アンダーシュ・ペランダー (従業員代表： 

 2012年8月28日から) - -

合計  1,505 1,341

給与および報酬
(単位：千クローネ)  基本給/ 変動報酬 その他の 年金費用 その他の 合計 
2012年  取締役会  給付  報酬 

  出席報酬
取締役  1,505 - - - - 1,505

社長兼最高経営責任者  2,708 - 79 820 - 3,607

業務執行副社長  1,830 - - 418 - 2,248

その他の経営役員  4,251 - 8 966 - 5,225

その他の従業員  33,283 - 210 5,081 - 38,574

合計  43,577 - 297 7,285 - 51,159

2011年  

取締役  1,341 - - - 1 1,342

社長兼最高経営責任者  2,624 - 83 755 - 3,462

業務執行副社長  1,832 - - 442 - 2,274

その他の経営役員  3,389 - 1 608 - 3,998

その他の従業員  31,478 - 204 5,024 - 36,706

合計  40,664 - 288 6,829 1 47,782

ます。2012年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給として

2,708,000クローネ(前年度：2,624,000クローネ)を受け取りました。変動

報酬は支払われませんでした。社長兼最高経営責任者に対する年金費用

は820,000クローネ(前年度：755,000クローネ)に上り、これらは保険契約

を通じてカバーされています。保険費用の一部は、年金債務に対する養老

保険に関するものです。当該債務には遺族の保護が含まれます。年金は権

利が確定したものであり、将来の雇用を条件とするものではありません。公

社から退職が要求された場合、給与18ヵ月分の退職金に加え、通知後6ヵ

月間給与が支払われますが、新たな職に就いた場合、新たな収入の金額

に応じて減額されます。

業務執行副社長に対する報酬は、取締役会会長と協議の上で社長に

より決定されています。2012年度について、業務執行副社長は、基本給と

して1,830,000クローネ(前年度：1,832,000クローネ)を受け取りました。

変動報酬は支払われませんでした。業務執行副社長に対する年金費用は

418,000クローネ(前年度：442,000クローネ)に上り、これらは保険契約を

通じてカバーされています。公社から退職が要求された場合、給与18ヵ月

分の退職金に加え、通知後6ヵ月間給与が支払われますが、新たな職に就

いた場合、新たな収入の金額に応じて減額されます。

他の上級役員に関する報酬の詳細は、該当者が上級役員であった個

々の期間中に支払われた報酬のみを含みます。経営に携わる他の上級役

員合計3名(前年度：3名)(うち女性2名(前年度：1名)および男性1名(前年

度：2名))に対する報酬は、取締役会会長と協議の上、社長により決定され

ています。2012年度中、2名(2名とも男性)が経営役員グループを退き、新
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たに2名(1名が女性、1名が男性）が同職に就きました。2012年度中、そ

の他の上級役員は3名でした。経営役員グループのメンバーであった期間

について、これらの者に対する報酬の合計額は4,251,000クローネ(前年

度：3,389,000クローネ)でした。年金費用は保険契約を通じてカバーされ

ています。

2012年度に採択された取締役会の活動手順に従い、取締役会会長

は、公社の報酬方針が独立して見直されるようにすること、およびa)上級役

員への報酬、b)公社のあらゆる統制機能に包括的な責任を負う従業員へ

の報酬、およびc)公社の報酬方針の適用を遂行するための措置に係る取

締役会の決定が作成されることに責任を負います。

取締役に対する報酬
2012年度末現在、取締役会は8名(前年度：8名)の取締役で構成され、う

ち4名が女性(前年度：4名)でした。ビヨルン・ボルジュソンは、2012年1月

1日から2012年12月4日まで取締役会会長でした。以降、エレン・ブラムネ

ス・アルヴィドソンが取締役会の活動の指揮をとっています。

取締役会に対する報酬は、年次総会で承認された取締役報酬の範囲

内で、前頁の表に示されるとおりです。取締役会会長には、400,000クロ

ーネの固定報酬が支払われました。同副会長は、100,000クローネの固

定報酬ならびに取締役会1回当り10,000クローネおよび電話による取締

役会1回当り5,000クローネとする変動報酬を受け取ります。他の取締役

は、50,000クローネの固定報酬ならびに取締役会1回当り10,000クロー

ネおよび電話による取締役会1回当り5,000クローネとする変動報酬を受

け取ります。従業員代表には報酬は支払われません。

公社は、取締役会については、年金債務または特定の通知条件のいず

れも有していません。

従業員数(平均) 2012年 2011年
年度中の従業員数(平均) 62 58

－うち女性数 27 24
 

  

監査人に対する報酬および経費 2012年 2011年
アーンスト・アンド・ヤング(Ernst & Young AB)  

監査業務 939 932

その他の監査業務 1,559 316

その他の業務 764 603

監査業務とは、年次報告書および帳簿記録の監査ならびに取締役会およ

び社長による経営の審査、スウェーデン地方金融公社の監査人の責任と

されるその他の任務、および監査および/またはその他の任務の遂行から

の観察に伴うその他の助言もしくは支援を指します。その他の監査業務と

は、顧客以外の者を含む受領者に対する報告および証明に向けたレビュ

ーなどの品質評価を指します。その他の業務とは、上記のいずれにも属さ

ないものを指します。

スウェーデン地方金融公社が賃借人となっている  

オペレーティング・リース 2012年 2011年 

解約不能リース支払額は以下のとおりです。  

1年以下 3,553 3,398

1年超5年以下 4,710 7,386

5年超 - 12

合計 8,263 10,796

2012年度中の当該費用は3,448,000クローネ(前年度：2,722,000クロー

ネ)でした。

9  その他営業費用  
 2012年 2011年 

保険費用 0.6 0.5

通信・情報 4.2 6.3

その他営業費用 0.2 0.8

合計 5.0 7.6
  

10  処分  
  

 2012年 2011年
繰延税準備金の取崩し 204.0 13.9

合計 204.0 13.9

  

11  公租公課  
  

損益計算書において認識されるもの 2012年 2011年
当期税金費用 188.7 105.9

一時差異に係る 

繰延税金費用(+)/利益(-) -56.2 3.5

認識税金費用合計  132.5 109.4

実効税額の調整 2012年( %) 2012年 2011年 ( %) 2011年
税引前利益/損失  453.1  410.0

実勢税率による税額  26.3% 119.2 26.3% 107.8

非控除費用 0.1% 0.3 0.1% 0.4

税率変更の効果 2.7% 12.4 0.0% -

税平衡化準備金に対する  

標準的利益 0.1% 0.6 0.3% 1.2

認識実効税額 29.3% 132.5 26.7% 109.4

その他包括利益に起因する 

税金費用 2012年 2011年
売却可能金融資産 37.6 -26.1

貸付金および債権 0.3 -1.1

その他包括利益合計 37.9 -27.2

  

貸借対照表において認識されるもの  

  

当期税金資産 2012年 2011年
当期税金資産    79.0 79.0

 79.0 79.0

 

認識される繰延税金資産および繰延税金負債  

繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の項目に関連しています。  

  

 繰延 繰延   

 税金資産  税金負債 純額 

 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年
未実現の 
市場価値変動
- うち、損益計算書において
認識されるもの 63.3 7.1 - - 63.3 7.1

- うち、包括利益計算書において 

認識されるもの -6.5 31.3 - - -6.5 31.3

税金資産/税金負債、純額 56.8 38.4 - - 56.8 38.4

資本に対して直接計上される税金項目 2012年 2011 年
グループ補助金の支払に対する当期税額 188.7 105.9

資本に対して直接計上される総計額 188.7 105.9
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12  担保適格国債
                                        2012年                     2011年
 購入価額 公正価値 認識値  購入価額 公正価値 認識値
担保適格国債
- スウェーデン中央銀行 6,792.5 6,809.3 6,809.3 7,812.5 7,829.5 7,829.5

- スウェーデンの地方自治体 2,086.6 2,103.7 2,103.7 2,325.9 2,341.6 2,341.4

- 外国政府 2,213.6 2,247.8 2,247.8 689.2 670.8 670.8

合計  11,092.7 11,160.8 11,160.8 10,827.6 10,841.9 10,841.7 

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額   171.3   36.7

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額   -13.0   -31.5

合計   158.3   5.2

2011年度については、認識値が公正価値と異なる理由は、貸付金および債権に再分類された資産(注記28をご参照下さい。)が償却原価で認識されているためです。これらは、2012年度に満期が到来し

ました。公社の評価において、2012年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

13  貸付金         

貸付金とは、コミューン、ランスティングならびにかかるコミューンおよびランスティングが所有する関係会社に対する貸付金をいいます。貸付総額の約

45.1％(前年度：43.5％)が協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティングに対して直接供与されています。残りはかかる地方自治体が保証する

関係会社に対するものであり、主に地方自治体の住宅供給会社(30.7％(前年度：32.3％))およびその他の地方自治体が保証する関係会社(24.2％(前年

度：24.2％))向けです。公社の評価において、2012年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

14 債券およびその他利付証券
                                        2012年                     2011年
 購入価額 公正価値 認識値  購入価額 公正価値 認識値
債券およびその他利付証券      

 - スウェーデンの住宅金融機関 17,100.4 17,727.5 17,727.5 7,521.9 7,939.8 7,939.8

- その他のスウェーデンの発行体 690.4 731.3 731.3 1,929.1 1,957.4 1,957.4

- その他の海外の発行体 25,480.6 25,834.9 25,834.9 29,436.7 29,614.8 29,621.5

合計    43,271.4 44,293.7 44,293.7 38,887.7 39,512.0 39,518.7 

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額   2,024.2   797.9

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額   -12.6   -134.7

合計   2,011.6   663.2

2011年度については、認識値が公正価値と異なる理由は、貸付金および債権に再分類された資産(注記28をご参照下さい。)が償却原価で認識されているためです。これらは、2012年度に満期が到来し

ました。公社の評価において、2012年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

15  株式および出資持分 
 2012年 2011年
養老保険 1.7 1.3

株式および出資持分合計 1.7 1.3

16  関連会社株式および出資持分     
アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社(Administrative Solutions 
NLGFA AB) 所有50％   

登録番号：SE-556581-0669、スウェーデン、エーレブロー 2012年 2011年
株式数：500 株 0.5    0.5

合計  0.5    0.5

2012年12月31日現在、アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社の総資
産は6.6百万クローネ、資本は1.9百万クローネであり、また利益が0.04百万クロ
ーネでした。

17  子会社株式および出資持分     
スウェーデン地方不動産会社 所有100％   

登録番号：SE-556464-5692、スウェーデン、エーレブロー 2012年 2011年
株式数：1,000 株 32.0   -

合計 32.0   -

2012年12月31日現在、スウェーデン地方不動産会社の総資産は45.7百万クロー
ネ、資本は11.8百万クローネであり、また損失が2.7百万クローネでした。

18  有形資産  
 2012年 2011年
取得価額  

前期繰越取得価額 16.9 14.6

当期の投資 1.6 2.3

処分 - -

次期繰越取得価額 18.5 16.9

  

減価償却費  

期首残高、減価償却 -10.2 -7.7

当期の減価償却費 -2.7 -2.5

処分 - -

次期繰越減価償却費 -12.9 -10.2

  

期末現在の 
見積り残存価値 5.6 6.7
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19  その他資産  
 2012年 2011年
その他資産 14.1 30.9

合計 14.1 30.9 

  

20  その他負債  
 2012年 2011年
親団体に対する負債 805.3 382.6

その他負債 13.1 72.8

合計 818.4 455.4 

 

21  未払費用および前受収益         

 2012年 2011年
未払安定化政策費用 101.6 83.8

その他未払費用 23.6 27.7

合計 125.2 111.5

  

22  年金および類似の債務に対する引当金 
  
 2012年 2011年
年金債務に対する引当金 2.1 1.6

合計 2.1 1.6

23  劣後債務              

                                                        認識値
 通貨 額面金額 利率(％) 期日 2012年 2011年
劣後ローン クローネ 1,000.0 変動 永久 1,000.3 1,000.2

合計  1,000.0   1,000.3 1,000.2

Stibor連動3ヵ月物変動利率の永久劣後ローン。条件では、スウェーデン金融監督局による承認を受けた場合に限り返済または買戻しが認められるとされます。ただ
し、これは早くとも、当該ローンの日付である2010年11月30日から5年後の利払日に、またその後は以降の各利払日になります。2012年度の利息費用は38.8百万クロ
ーネ(前年度：42.7百万クローネ)に上りました。
当該ローンにつき公社の自己資本に組み入れることが許可されない場合、当該ローンは、その期間中にいつでも返済されます。債権者は、劣後ローンを譲渡すること
はできず、またはその他いかなる方法でも債権者の権利を譲渡することはできません。劣後ローンに関しては、スウェーデン地方金融協同組合の組合員が公社の債
務について供与する一般的な保証を求めることはできません。

24  非課税準備金   

繰延税準備金 2012年 2011年
2007年の査定税額 - 7.0

2008年の査定税額 - 4.7

2009年の査定税額 - 18.5

2010年の査定税額 - 85.7

2011年の査定税額 - 88.1

非課税準備金合計 - 204.0

25  担保提供資産  
 

スウェーデン中央銀行との公社自らの引当金および 2012年 2011年 

負債に関する担保提供資産によるもの   

- スウェーデン国債 5,039.2 3,515.6

- スウェーデンのコミューンおよびランスティング 2,213.1 -

- スウェーデンのカバード・ボンド 15,188.3 -

- 年金債務のための養老保険 1.7 1.3

担保提供資産合計 22,442.3 3,516.9

担保に係る負債および引当金の認識値は2.1百万クローネ(前年度：1.6百万クロ
ーネ)でした。スウェーデン中央銀行の資金決済システム(RIX)への参加に必要な
資格を得るため、公社は、スウェーデン中央銀行に国債を担保として提供するこ
とを要求されました。これは、RIXを通じた短期の流動性管理の要件です。26 関連当事者

 

(単位：千クローネ)     

関連当事者       

公社は、スウェーデン地方金融協同組合(親団体)、スウェーデン地方不動産会社(子会社)およびアドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社(関連会社)と密接な関
係にあります。
  関連当事者 関連当事者  12月31日現在 12月31日現在
  への物品/ からの物品/  その他 の関連当事者 の関連当事者 
関連当時者 年度 サービスの販売 サービスの購入 （利益） への債権 に対する負債 
スウェーデン地方金融協同組合 2012年 1,217 - -38,782 13 1,805,579 

 2011年 318 388 -42,711 295 1,382,811

スウェーデン地方不動産会社 2012年 69 2,376 - 10,000 - 

 2011年 63 2,093 - - -

アドミニストラティヴ・ソリューションズ 2012年 37 8,012 90 2,001 835 

NLGFA社 2011年 31 13,796 92 8,380 -

 

関連当事者との取引は市場状況に従い価格設定されています。
経営幹部との取引
経営幹部に対する給与、その他の報酬および年金については、注記8をご参照下さい。
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28  金融資産および金融負債

2012年
担保適格国債 9,239.4 - - - 1,921.4 - - - - 11,160.8 11,160.8

金融機関に対する貸付金 - - 15,618.6 - - - - - - 15,618.6 15,617.8

貸付金  73,686.7 - 127,264.0 - - - - - - 200,950.7 201,156.0

債券およびその他利付証券 27,583.2 250.4 - - 16,460.1 - - - - 44,293.7 44,293.7

デリバティブ - 5,525.9 - - - - - - 5,531.5 11,057.4 11,057.4

その他資産 - - 12.3 - - - - - - 12.3 12.3

合計 110,509.3 5,776.3 142,894.9 - 18,381.5 - - - 5,531.5 283,093.5 283,298.0

 

金融機関に対する負債 - - - - - 2,610.6 - 2,999.8 - 5,610.4 5,609.7

有価証券 - - - - - 120,098.9 - 137,158.5 - 257,257.4 257,658.8

デリバティブ - - - - - - 16,074.2 - 1,442.9 17,517.1 17,517.1

その他負債 - - - - - - - 814.5 - 814.5 814.5

劣後債務 - - - - - - - 1,000.3 - 1,000.3 1,000.3

合計 - - - - - 122,709.5 16,074.2 141,973.1 1,442.9 282,199.7 282,600.5

   

2011年     

担保適格国債 2,166.6 - 200.2 - 8,474.9 - - - - 10,841.7 10,841.9

金融機関に対する貸付金 - - 1,734.5 - - - - - - 1,734.5 1,734.5

貸付金  51,785.7 - 116,284.8 - - - - - - 168,070.5 168,080.8

債券およびその他利付証券 16,278.5 516.1 3,929.3 - 18,794.8 - - - - 39,518.7 39,512.1

デリバティブ - 9,113.6 - - - - - - 4,573.6 13,687.2 13,687.2

その他資産 - - 29.7 - - - - - - 29.7 29.7

合計 70,230.8 9,629.7 122,178.5 - 27,269.7 - - - 4,573.6 233,882.3 233,886.2

 

金融機関に対する負債 - - - - - 2,949.9 - 1,199.5 - 4,149.4 4,148.3

有価証券 - - - - - 81,343.8 - 136,693.6 - 218,037.4 218,340.4

デリバティブ - - - - - - 8,015.5 - 1,339.0 9,354.5 9,354.5

その他負債 - - - - - - - 431.0 - 431.0 431.0

劣後債務 - - - - - - - 1,000.2 - 1,000.2 1,000.2

合計   - - - - - 84,293.7 8,015.5 139,324.3 1,339.0 232,972.5 233,274.4

金融機関に対する貸付金についての認識値は、償却原価で認識される金

融機関からの債権(本来の買戻取引の債権を含みます。)から成ります。認

識値が公正価値と異なるのは、本来の買戻取引の変動に関連しています。

貸付金についての認識値は、償却原価で認識される貸付金、公正価値

ヘッジ関係に含まれる貸付金および公正価値で認識される貸付金から成

ります。公正価値は認識値とは異なりますが、これは公正価値がすべての

分類の公正価値に関連しているためです。

金融機関に対する負債および有価証券についての認識値は、償却原価

で認識される負債、公正価値ヘッジ関係に含まれる負債および公正価値

で認識される負債等から成ります。公正価値は認識値とは異なりますが、こ

れは公正価値がすべての分類の公正価値に関連しているためです。

27  貸借対照表日後の後発事象
 

2013年2月1日付で、ハンス・ヴェリヤメッツは、最高業務責任者(COO)の職に就きました。

2013年2月6日付で、ウプサラ(Uppsala)コミューンはスウェーデン地方金融協同組合の会員番号275番の組合員として承認されました。

損益を通じて公正価値
で測定される金融資産

－売買目的保有

貸付金
および

債権
満期保有

投資

損益を通じて公正価値で
測定される金融資産－

当該分類として
指定されたもの
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2012年
担保適格国債 9,239.4 - - - 1,921.4 - - - - 11,160.8 11,160.8

金融機関に対する貸付金 - - 15,618.6 - - - - - - 15,618.6 15,617.8

貸付金  73,686.7 - 127,264.0 - - - - - - 200,950.7 201,156.0

債券およびその他利付証券 27,583.2 250.4 - - 16,460.1 - - - - 44,293.7 44,293.7

デリバティブ - 5,525.9 - - - - - - 5,531.5 11,057.4 11,057.4

その他資産 - - 12.3 - - - - - - 12.3 12.3

合計 110,509.3 5,776.3 142,894.9 - 18,381.5 - - - 5,531.5 283,093.5 283,298.0

 

金融機関に対する負債 - - - - - 2,610.6 - 2,999.8 - 5,610.4 5,609.7

有価証券 - - - - - 120,098.9 - 137,158.5 - 257,257.4 257,658.8

デリバティブ - - - - - - 16,074.2 - 1,442.9 17,517.1 17,517.1

その他負債 - - - - - - - 814.5 - 814.5 814.5

劣後債務 - - - - - - - 1,000.3 - 1,000.3 1,000.3

合計 - - - - - 122,709.5 16,074.2 141,973.1 1,442.9 282,199.7 282,600.5

   

2011年     

担保適格国債 2,166.6 - 200.2 - 8,474.9 - - - - 10,841.7 10,841.9

金融機関に対する貸付金 - - 1,734.5 - - - - - - 1,734.5 1,734.5

貸付金  51,785.7 - 116,284.8 - - - - - - 168,070.5 168,080.8

債券およびその他利付証券 16,278.5 516.1 3,929.3 - 18,794.8 - - - - 39,518.7 39,512.1

デリバティブ - 9,113.6 - - - - - - 4,573.6 13,687.2 13,687.2

その他資産 - - 29.7 - - - - - - 29.7 29.7

合計 70,230.8 9,629.7 122,178.5 - 27,269.7 - - - 4,573.6 233,882.3 233,886.2

 

金融機関に対する負債 - - - - - 2,949.9 - 1,199.5 - 4,149.4 4,148.3

有価証券 - - - - - 81,343.8 - 136,693.6 - 218,037.4 218,340.4

デリバティブ - - - - - - 8,015.5 - 1,339.0 9,354.5 9,354.5

その他負債 - - - - - - - 431.0 - 431.0 431.0

劣後債務 - - - - - - - 1,000.2 - 1,000.2 1,000.2

合計   - - - - - 84,293.7 8,015.5 139,324.3 1,339.0 232,972.5 233,274.4

損益を通じて公正価
値で測定される金融

負債－
売買目的保有

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債－

当該分類として
指定されたもの

売却可能
金融資産

その他
金融負債

ヘッジ会計に
おいて利用される

デリバティブ 認識値合計 公正価値
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貸借対照表において公正価値で認識される金融商品に関する一定の開示
以下の表は、貸借対照表において公正価値で評価される金融商品につき

公正価値の決定方法の情報を示したものです。公正価値の決定方法の分

類は以下のとおり3つのレベルに基づき行われています。

レベル1: 価値は活発な市場における同一の商品の相場価格に基づき決

定されます。

レベル2: 価値はレベル１に含まれない、直接的・間接的に観察可能な市

場データに基づき決定されます。

レベル3: 価値は市場において観察不能なインプットデータに基づき、一

定の役割を担う公社自らの見積りをもって決定されます。

54

2012年 レベル1 レベル 2 レベル3 合計 
担保適格国債 8,081.5 3,079.3 - 11,160.8

貸付金 - 73,686.7 - 73,686.7

債券およびその他利付証券 20,299.6 23,833.9 160.2 44,293.7

デリバティブ 9.9 9,354.3 1,693.2 11,057.4

合計  28,391.0 109,954.2 1,853.4 140,198.6

金融機関に対する負債 - 2,374.1 236.5 2,610.6

有価証券 - 85,421.1 34,677.8 120,098.9

デリバティブ 1.9 12,987.3 4,527.9 17,517.1

合計 1.9 100,782.5 39,442.2 140,226.6

 

2012年度において、5,987.8百万クローネがレベル2からレベル1に振り替えられました。これは国債および政府保証付の金融機関に適用されています。  

 

2011年 レベル1 レベル 2 レベル3 合計 
担保適格国債 5,177.0 5,464.5 - 10,641.5

貸付金 - 51,785.7 - 51,785.7

債券およびその他利付証券 5,586.7 29,851.9 150.9 35,589.5

デリバティブ 3.1 11,102.9 2,581.2 13,687.2

合計  10,766.8 98,205.0 2,732.1 111,703.9

金融機関に対する負債 - 2,721.2 228.7 2,949.9

有価証券  - 48,717.8 32,626.0 81,343.8

デリバティブ 4.7 7,371.8 1,978.0 9,354.5

合計 4.7 58,810.8 34,832.7 93,648.2

2011年度において、2,775.0百万クローネがレベル2からレベル1に振り替えられました。これはカバード・ボンドに適用されています。

公正価値の測定
公社の金融商品は、レベル1に記載の金額のとおりごく一部しか相場価格

のある活発な市場において取引されていないため、承認され確立された

測定手法が公正価値の決定に主に用いられています。かかる測定手法は、

評価レベル2に基づき観察可能な市場の情報を基礎としています。使用さ

れた測定手法は、割引キャッシュ・フロー、発行市場および流通市場におけ

る価格を基礎としています。市場または社内の評価において観察不能なイ

ンプットデータを含む金融商品は、評価レベル3に分類されています。

貸付金

公正価値は、現在における新規貸付けのマージンにより調整されたスワッ

プ・レートに設定された割引率によって、予測される将来キャッシュ・フロー

を割り引いて測定されたものです。この測定手法は、新規貸付けのマージ

ンが増加した場合には従前の貨付けよりも低い公正価値が測定されるこ

とを意味し、その逆の場合も同様となります。公社の貸付けはスウェーデン

地方金融協同組合の組合員および組合員が持分の過半数持分を所有す

る関係会社に限定されています。

担保適格国債、債券およびその他利付証券

活発な市場で売買される投資は、相場価格を基礎として、レベル1に分類

されます。活発な売買による市場価格が算出されない投資については、公

正価値は、発行体の信用リスクに応じて調整されたスワップ・レートに設定

された割引率によって予測される将来キャッシュ・フローを割り引いて測

定されたものです。これらはレベル2に従い分類されます。大部分は、スウェ

ーデン国家、スウェーデンのカバード・ボンド、OECD諸国の政府保証付の

金融機関および北欧の銀行が投資先です。公社にはABS(資産担保証券)

またはCDO(債務担保証券)等の仕組み信用商品の持ち高はありません。

公社はまた、ノルウェー輸出金融公社(ノルウェー)への投資を有してい

ます。かかる投資は、観察可能な市場データの不足により、レベル3に従い

評価されています。

借入金および借入デリバティブ

借入金は、借入デリバティブを用いて様々な市場リスクに対してヘッジさ

れているため、公社の借入金ならびに借入商品の形態およびその市場に

基づく信用スワップの公正価値の計算において同一の原則が適用されま

す。借入金およびデリバティブは、関連する借入マージンで調整された適

用あるスワップ・レートの気配値で測定されています。借入金(その評価に

公社自らの評価を含んでいるもの)は、レベル3に従い評価されます。借入

金自体およびマッチング・信用スワップは同様の仕組みを有するため、同

様の評価がその双方になされています。その他の借入金および借入デリ

バティブはレベル2に従い評価されます。デリバティブは、正の市場価値を
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レベル3の変更

以下の表は、観察不能なインプットデータ(レベル3)による評価技法手順に基づき貸借対照表に公正価値で認識される金融商品について期首残高および

期末残高の調整を示しています。
        

  債券および デリバティブ  デリバティブ 金融機関に   
  利付証券 資産 負債 対する負債 有価証券 合計
期首残高 2011年1月1日現在  - 4,117.3 -2,439.5 - -30,412.6 -28,734.8

レベル3からの振替  - -353.2 174.0 0.0 2,115.0 1,935.8

レベル3への振替  164.4 0.0 0.0 -196.0 0.0 -31.6

認識された損益：      

- 当期利益に認識されたもの  -13.5 -1,416.5 236.6 -32.7 1,235.7 9.6

費用、取得  - -0.1 -0.6 - -18,288.0 -18,288.7

当期中の満期到来  - 233.7 51.5 - 12,723.9 13,009.1

期末残高 2011年12月31日現在  150.9 2,581.2 -1,978.0 -228.7 -32,626.0 -32,100.6

2011年12月31日現在の期末残高に  

含まれた資産に対する当期利益に  

認識された損益   -13.5 -285.8 -973.0 -32.7 1,188.1 -116.9

      

期首残高 2012年1月1日現在  150.9 2,581.2 -1,978.0 -228.7 -32,626.0 -32,100.6

認識された損益：      

- 当期利益に認識されたもの  9.3 -891.3 -2,520.5 -7.8 3,464.8 54.5

費用、取得  - 3.3 -29.4 - -17,199.5 -17,225.6

当期中の満期到来  - 0.1 - - 11,682.8 11,682.9

期末残高 2012年12月31日現在  160.2 1,693.3 -4,527.9 -236.5 -34,677.9 -37,588.8

2012年12月31日現在の期末残高に 

含まれた資産に対する当期利益に  

認識された損益  9.3 -1,137.9 -2,515.6 -7.7 3,731.0 79.1

持つ場合には資産として計上され、負の市場価値を持つ場合には負債と

して計上されます。

デリバティブ

その他のデリバティブは、為替リスクおよび金利リスクをヘッジするために

用いられます。活発な市場で売買される金利先渡契約(FRA)の形態による

標準化されたデリバティブは、レベル1に従い評価されます。標準化されて

いないデリバティブ(OTC)は、レベル2に従い公正価値で認識されます。公

正価値は、デリバティブにつき現行の指定スワップ・レートに設定された割

引率によって予測される将来キャッシュ・フローを割り引いて測定された

ものです。デリバティブは、正の市場価値をもつ場合には資産として計上さ

れ、負の市場価値をもつ場合には負債として計上されます。

重要な仮定および不確実性

公社は、その資産および負債の価値を最もよく反映するとみなされる測定

手法を使用しています。基礎となる市場データが変更されることは、未実

現の市場価値に関して損益計算書および貸借対照表に変更をもたらす可

能性があります。また評価分布曲線は、現在の借入れと貸付けの利ざや、

既存事業の価値が低下した際の未実現損失に対する貸付マージンの増

加に基づき決定されています。公社は、その他の市場リスクをヘッジしてい

るため、金利リスクに対する限界エクスポージャーのみ有しています。そし

て、市場価値の変動をもたらすのは信用スプレッドの変動です。

公正価値で認識される債権に関して貸付マージンが10ベーシス・ポイント

増加することにより、利益においてマイナス180百万クローネ(前年度：マイ

ナス117百万クローネ)の変動をもたらすことになります。公正価値で認識

される負債に関して借入コストが10ベーシス・ポイント増加することによ

り、利益においてプラス317百万クローネ(前年度：プラス213百万クロー

ネ)の変動をもたらすことになります。借入れと貸付けの利ざやが10ベーシ

ス・ポイント平行に変化することにより、利益において-/+137百万クローネ

(前年度：+/-96百万クローネ)の変動をもたらすことになります。

レベル3に従い評価される金融商品について評価分布曲線が10ベー

シス・ポイント上下に変化することにより、利益において+/-87百万クロー

ネ(前年度：+/-45百万クローネ)の変動をもたらすことになります。

上記の変動はすべて、貸借対照表日現在のものであり、税効果を控除

しています。資本に対する影響は税効果に関連したものです。すべての市

場価値の影響は未実現のものであり、また公社は満期まで資産および負

債を保有する意図を有していることから、公社は通常かかる価値を実現す

る意図を有しません。内部および外部の規則に対する調整により必要とな

る投資は行われるため、通常の流動性管理および投資の一環として行うこ

とができる投資は例外です。常に投資家の主導で行われる借入商品の買

戻しは、市場価値の実現につながります。
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再分類
2008年11月10日に、従来は売却可能金融資産に分類されていた利付証

券が、貸付金および債権へと再分類されました。売却可能金融資産からの

再分類が行われたことにより、その他包括利益において計上された価値変

動によって損益計算書が影響を受けることはありません。2012年12月31

日現在、再分類されたすべての投資は満期が到来しました。

2012年12月31日現在

当該年度中、再分類された有価証券について公正価値準備金が6.5百万

クローネ改善したことになります。

　再分類された資産について、損益計算書では1月1日から12月31日まで

の期間において11.1百万クローネ(前年度：20.4百万クローネ)の利息収

益を計上しました。

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在
 帳簿  公正 帳簿 公正 
 価額 価値 価額 価値
 

利付証券 - - 4,129.5 4,123.0

29  キャピタル・カバレッジ

キャピタル・カバレッジ
法定の所要自己資本の確定には、自己資本比率および大口エクスポー

ジャーに関するスウェーデン金融監督局の規則および一般ガイドライン

(FFFS2007:1)とともに、自己資本比率および大口エクスポージャーに関す

る法(Capital Adequacy and Large Exposures Act)(2006:1371)が適用

されています。

スウェーデン地方金融公社に関する限りでは、これら規則が金融損失

を強力に抑えることに寄与し、顧客はこれによって保護されています。規則

では、スウェーデン地方金融公社の自己資本(資本)について、一方では信

用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに対する所要自己資

本を含む所定の最低所要自己資本を良好な利ざやでカバーすること、お

よび資本評価のために選んだ原則に従い業務上認識されるその他のリス

クに対しては所要自己資本の見積額を包括することが必要とされていま

す。最低水準の所要自己資本(第1の柱)を超える自己資本については、見

積額はその他のリスク(第2の柱)、すなわち、信用リスク、市場リスク、オペ

レーショナル・リスク、金利リスク、事業リスク、レピュテーショナル・リスクお

よび戦略的リスクに割り当てられています。公社は、内部のキャピタル・カ

バレッジ比率を設けており、第1の柱および第2の柱に基づく業務上のす

べてのリスクならびに第1の柱および第2の柱で測定されないリスクに対

するバッファーとしての追加リスク部分が包括されています。この比率は、

取締役会の承認なく、かかる水準を下回ることは許容されていません。

スウェーデン地方金融公社は、今後数年間の自己資本の額に関する計

画(資本計画)を持っており、以下に基づくものとなっています。

- リスク・プロファイル

- 発生確率および財務上の影響に鑑みて認識されるリスク

- ストレス・テストおよびシナリオ分析

- 予想される貸付けの拡大および資金調達機会、および

- 新しい法令やその他の外部要因

資本計画を見直すことは、年間の業務計画および予算に関するスウェ

ーデン地方金融公社の取組みに不可欠の部分です。計画はリスクを正確

に評価し、スウェーデン地方金融公社の真のリスク・プロファイルおよび所

要自己資本を反映できるように、年1回もしくは年ごとの見直しが実施され

る際に請求によりフォローアップされます。

総合的な評価の中で取締役会は、合理的方法により認識されたリスク

(第1の柱および第2の柱)の結果として生じる所要自己資本について現在

の自己資本の範囲でカバーされるとしました。

主な与信判断および投資と同様に、取締役会により承認された方針ま

たは戦略的文書への変更・追加は常に公社の現在および将来の所要自己

資本に関連していなければなりません。

スウェーデン地方金融公社のリスク管理についての情報は、経営報告

および注記3をご参照下さい。

スウェーデン地方金融公社は、本年次報告書においてキャピタル・カバ

レッジおよびリスク管理についての情報公開に関するスウェーデン金融監

督局の規則および一般ガイドライン(FFFS2007:5)第3章第1条および第

2条ならびに第4章に従い、自己資本および所要自己資本について要求さ

れる情報を提供することのみを選択しています。これらの規則により要求

されるその他の開示は、スウェーデン地方金融公社のホームページwww.
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自己資本の基本的項目 2012年 2011年
株式資本 628.4 292.4

法定準備金 17.5 17.5

繰越利益 -36.8 191.6

当期利益 320.6 300.6

控除：繰延税金資産 -63.4 -7.2

非課税準備金 - 150.3

自己資本の基本的項目合計 866.3 945.2

  

自己資本の補完的項目  

永久劣後ローン 866.3 945.2

自己資本の補完的項目合計 866.3 945.2

自己資本合計 1,732.6 1,890.4

  

所要自己資本  

標準的手法に従った信用リスク   

1. 国および中央銀行向けエクスポージャー - -

2. 地方自治体および同等の協同組合向け  

エクスポージャー - -

3. 金融機関向けエクスポージャー 370.1 248.3

4. 事業法人向けエクスポージャー 4.6 0.3

5. その他の項目 0.6 2.3

信用リスクに対する所要自己資本合計 375.3 250.9

  

トレーディング業務におけるリスク  

金利リスク  

- 特定リスク 0.6 1.3

- 一般リスク 0.8 1.0

トレーディング業務におけるリスクに対する  
所要自己資本合計 1.4 2.3

  

オペレーショナル・リスク  

基礎的指標手法 79.1 77.5

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本合計 79.1 77.5

  

為替リスク   

為替リスク 0.5 0.1

為替リスクに対する 所要自己資本合計 0.5 0.1

 

最低所要自己資本合計 456.3 330.8

  

立ち上げ資本 48.0 48.0

  

キャピタル・カバレッジ比率 3.80 5.71

  

自己資本比率 30.4% 45.7%

自己資本

還元による余剰金の分配および取締役会が提案した利益処分(配当は

提案されていません。)を確実なものとするよう、2012年度末現在、自己

資本はスウェーデン地方金融協同組合への717.7百万クローネ(前年

度：382.6百万クローネ)のグループ補助金により減じられています。

kommuninvest.orgで閲覧することができます。

自己資本比率規制の第1の柱に沿ったスウェーデン地方金融公社の法

定の所要自己資本の概要ならびに項目ごとの詳細は以下のとおりです。
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（金額単位：百万クローネ） 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
重要な指標(2008年－2012年)      

成長性      

貸付金(変動率：％) 20.0 25.7 8.2 18.1 34.3

純利息収益(変動率：％) 35.0 32.5 13.1 151.3 91.0

連結      

自己資本対総資産(％) 0.61 0.81 0.99 0.40 0.34

調整後自己資本対総資産(％)1 0.95 0.95 0.99 0.40 0.34

キャピタル・カバレッジ比率 3.80 5.71 10.09 4.24 3.35

調整後キャピタル・カバレッジ比率 1 5.88 6.72 10.09 4.24 3.35

自己資本比率(％) 30.4 45.7 80.7 33.9 26.8

調整後自己資本比率(％)1 47.0 53.7 80.7 33.9 26.8

      

効率性 

管理費用対貸付金(％) 2 0.125 0.143 0.127 0.109 0.083

管理費用(安定化政策費用を除く)対貸付金(％)2 0.075 0.093 0.096 0.088 0.083

管理費用対総資産(％) 2 0.089 0.103 0.089 0.073 0.061

管理費用(安定化政策費用を除く)対総資産(％)2 0.053 0.067 0.067 0.059 0.061

貸付金/従業員 (単位：百万クローネ) 3,091.5 2,848.7 2,523.2 2,522.9 2,552.6

変動率(％) 8.5 12.9 0.0 -1.2 21.2

資本利益率     

税引後営業利益対平均資本(％) 20.20 32.28 23.45 38.32 12.06

     
費用/収益比率     

(純利息収益＋その他営業収益) 対総費用 0.32 0.42 0.39 0.35 0.57

その他の情報      

従業員数(年度末現在) 65 59 53 49 41

1 調整後自己資本：スウェーデン地方金融協同組合からの資本注入(2012年度の利益に関連して協同組合の2013年年次総会により決定された場合)を調整後の自己資
本。2012年度の利益に関連する資本注入は768百万クローネであり、グループ補助金717.7百万クローネおよびスウェーデン地方金融協同組合における留保利益か
ら成ります。調整後自己資本は、調整後自己資本対総資産、調整後キャピタル・カバレッジ比率および調整後自己資本比率を計算するために用いられています。

2   管理費用は、一般管理費、減価償却費およびその他営業費用に基づきます。
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 （単位：百万クローネ） 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年* 

損益計算書(1月1日－12月31日) 
純利息収益 771.7 572.6 432.1 382.1 152.1

支払手数料 -8.5 -8.6 -4.4 -3.5 -3.6

金融取引純利益 -267.1 72.1 17.2 90.6 13.9

その他営業収益 4.6 0.1 0.3 0.2 0.3

収益合計 500.7 636.2 445.1 469.4 162.7 

一般管理費 -244.0 -230.0 -160.5 -127.8 -80.6

減価償却費 -2.7 -2.5 -2.7 -1.8 -1.6

その他営業費用 -5.0 -7.6 -6.2 -4.8 -5.2

費用合計 -251.7 -240.1 -169.4 -134.4 -87.4 

営業利益 249.1 396.1 275.7 335.0 75.3

処分(純額) 204.0 13.9 -83.2 -82.5 -11.6

公租公課 -132.5 -109.4 -51.9 -81.9 -19.2

当期利益 320.6 300.6 140.6 170.6 44.5

      

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年* 

貸借対照表要約(12月31日現在)      

現金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

担保適格国債 11,160.8 10,841.7 12,887.7 20,912.3 1,879.6

金融機関に対する貸付金 15,618.6 1,734.5 1,697.6 1,851.2 2,440.0

貸付金 200,950.7 168,070.5 133,729.1 123,624.1 104,658.2

債券およびその他利付証券 44,293.7 39,518.7 28,759.5 25,604.1 17,631.6

株式および出資持分 33.7 1.3 1.0 0.7 0.3

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 11,057.4 13,687.2 13,024.0 11,105.3 16,094.3

有形資産 5.6 6.7 6.9 3.6 4.4

その他資産 149.9 148.3 67.5 19.3 25.9

前払費用および未収収益 12.7 19.0 26.4 7.1 3.7

資産合計 283,283.6 234,028.4 190,200.2 183,128.2 142,738.5 

金融機関に対する負債 5,610.4 4,149.4 3,438.9 7,348.1 5,390.2

有価証券 257,257.3 218,037.4 173,851.9 164,696.1 126,106.1

デリバティブ 17,517.2 9,354.5 10,794.2 9,873.0 10,675.0

その他負債 818.4 455.4 66.4 349.6 40.4

未払費用および前受収益 125.2 111.5 44.1 35.6 13.5

年金および類似の債務に対する引当金 2.1 1.6 1.2 0.9 0.4

劣後債務 1,000.3 1,000.2 1,002.9 - -

負債および引当金合計 282,330.9 233,110.0 189,199.5 182,303.3 142,225.6 

非課税準備金 - 204.0 217.9 134.7 52.2

資本 952.7 714.4 782.8 690.2 460.7

負債、引当金および資本合計 283,283.6 234,028.4 190,200.2 183,128.2 142,738.5

* 従前の会計基準に従っています。 



スウェーデン地方金融公社 • 2012年度年次報告書

60

取締役会および社長は、  
   
当期利益 320,556,012  
繰越利益 -36,794,179  
公正価値準備金 23,098,248 
合計 306,860,081 
 
を以下のとおり処分することを提案しています。 
繰越金額 306,860,081 
 
キャピタル･カバレッジおよび大口エクスポージャーの適用規則は、
公社が随時、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスク
について少なくとも所要自己資本合計に相当する自己資本を保有
し、かつ、公社の内部資本評価ポリシーに基づき業務上認識される

利益処分の提案

2013年2月25日

 ローレンツ・アンダーション クート・エリアソン アンナ・フォン・クノーリング

 取締役 取締役 取締役

 カタリーナ・ラーゲルスタム アンナ・サンドボリィ ヨハン・トーングレン

 取締役 取締役 取締役

アンダーシュ・ペランダー
従業員代表

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者

監査報告書は2013年2月25日に提出されました。
アーンスト・アンド・ヤング AB

ペーター・ストランド
公認会計士

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン

取締役会副会長

公社は、年次報告書が一般に認められる会計原則に従い作成されていること、公社の業務、財政状態および業績の発展に関する真実か
つ公正な概観を提供していること、ならびに公社がさらされている重要なリスクおよび不確実性を記載していることをここに表明します。

その他のリスクに対する所要自己資本の見積りをも同自己資本が包
含することを求めています。公社の提案された利益の配分後のキャピ
タル・カバレッジ比率は、3.80(前年度：5.71)でした。提案された利益
の配分後の自己資本は1,733百万クローネ(前年度：1,890百万クロ
ーネ)となり、最終的な最低所要自己資本は456百万クローネ(前年
度：331百万クローネ)でした。項目の詳細については、キャピタル・カ
バレッジについての注記29に記載しています。

公社の財政状態は、公社が短期および長期でその義務を履行す
ることができるという評価以外に影響を与えるものではありません。

公社の業績および一般的な状況に関する情報に関しては、損
益計算書および貸借対照表ならびに財務書類に関する注記をご
参照下さい。
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年次計算書類に関する報告
我々は、2012年会計年度のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の
年次計算書類につき監査しました。公社の年次計算書類は本書の
10頁-60頁に掲載されています(26頁-33頁のコーポレート・ガバナ
ンス報告書を除きます。)。

年次計算書類についての取締役会および社長の責任
取締役会および社長は、金融機関および証券会社の年次会計に関
する法律に従って年次計算書類の作成および公正な表示を行う責
任を負い、また不正または誤謬によるものかを問わず重大な虚偽記
載のない年次計算書類の作成を確実にするために取締役会および
社長が必要と判断する内部統制に対して責任を負います。

会計監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づき、公社の年次計算書類に関し意
見を表明することです。我々は、国際監査基準およびスウェーデンに
おいて一般に認められる監査基準に従い監査を実施しました。かか
る基準により、我々が倫理要件を遵守すること、および我々が年次
計算書類に重大な虚偽記載がないことを合理的に確信できるよう
に監査を計画し実施することが要求されています。

監査には、年次計算書類の金額および開示を裏付ける証拠を得
るための手続きの実施が含まれます。選別される手続きは、不正また
は誤謬によるものかを問わず年次計算書類の虚偽記載に関するリ
スクの評価を含め、会計監査人の判断に依拠されます。かかるリス
クの評価を実施するにあたり、会計監査人は、状況に応じて適切な
監査手続を策定するために、公社の年次計算書類の作成および公
正な表示に関連する内部統制を検討しますが、これは公社の内部
統制の有効性に対して意見を表明することが目的ではありません。
また監査には、採用された会計原則の適切性と取締役会および社
長が行った会計上の見積りの妥当性を評価し、ならびに年次計算
書類および連結年次計算書類の情報の全般的な表示を評価する
ことも含まれます。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の監査意見に根拠を提供
するために十分かつ適切であると確信しています。

意見
我々の意見では、年次計算書類は金融機関および証券会社の年次
会計に関する法律に従って作成されており、また年次計算書類は金
融機関および証券会社の年次会計に関する法律に従い、2012年12
月31日現在の公社の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営
成績およびキャッシュ・フローをすべての重要な点において公正に
表示しています。我々の意見は、26頁-33頁のコーポレート・ガバナ
ンス報告書は対象としていません。法定経営報告は年次計算書類
の他の部分と整合しています。

したがって、我々は年次株主総会に対して、公社の損益計算書
および貸借対照表を承認することを勧告します。

その他の法律および規制上の要件に関する報告
年次計算書類の我々の監査に加え、我々は、2012年度についての

監査報告書
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号：556281-4409)
年次株主総会　御中

公社の利益または損失の処分の提案および公社の取締役会およ
び社長による経営を審査しました。我々はまた、コーポレート・ガバ
ナンス報告書について法定上の審査を行いました。

取締役会および社長の責任
取締役会は、公社の利益または損失の処分の提案に責任を負いま
す。取締役会および社長は、会社法および銀行・金融業法に従った
公社の経営に責任を負い、また26頁-33頁ページのコーポレート・
ガバナンス報告書が金融機関および証券会社の年次会計に関す
る法律に従って作成されることに責任を負います。

会計監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づき、合理的な確証をもって公社の
利益または損失の処分の提案および公社の経営に関し意見を表明
することです。我々は、スウェーデンにおいて一般に認められる監査
基準に従い我々の監査を実施しました。

我々は、公社の利益または損失の処分に関する取締役会の提案
についての意見の根拠として、かかる提案がスウェーデン会社法に
従っているかどうか検討しました。

我々は、年次計算書類の我々の監査に加え、責任解除について
の意見の根拠として、公社の取締役または社長の活動が公社に不
利益を生じさせていないかどうか判断するため、公社によりなされ
た重要な決定、活動および状況を審査しました。我々はまた、その
他いかなる方法でも会社法、銀行・金融業法、金融機関および証券
会社の年次会計に関する法律または公社定款に違反していないか
どうか審査しました。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の意見に対して根拠を提供
するために十分かつ適切であると確信しています。

さらに、我々はコーポレート・ガバナンス報告書を検討しました。
また、同報告書を検討したことおよび我々の公社についての知識に
基づき、我々は我々の表明に十分な根拠を得たと確認しています。
これは、コーポレート・ガバナンス報告書についての我々の法定上
の審査は、国際監査基準およびスウェーデンにおいて一般に認め
られる監査基準に従い実施された監査に比べ相違があり、範囲が
かなり限定されていることを意味します。

表明
我々は、年次株主総会に対して、取締役会報告においてなされた提
案に従い公社の利益を処分すること、ならびに取締役および社長の
当該会計年度についての責任を解除することを勧告します。コーポ
レート・ガバナンス報告書は、年次計算書類の他の部分と整合して
作成されており、その法定の内容についても年次計算書類の他の
部分と整合しています。

エーレブロー、2013年2月25日、アーンスト・アンド・ヤングAB
ペーター・ストランド、公認会計士
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年次総会にて選任された我々一般監査人は、スウェーデン地方金
融公社の業務を精査しました。

取締役会および社長は、定款および持分保有者指令ならびに業
務に関する規則を遵守した業務執行について責任を負っています。
一般監査人の責務とは、業務運営および管理を精査し、年次総会の
指令に従い業務執行がなされているか評価することです。

当該検証は、スウェーデン会社法に基づいて行われました。文
書/判断基底、手続き/情報を検証し、経営陣、取締役会会長および
承認された会計監査人と討議することによって、その意見および評
価に合理的な根拠を与えるのに必要な焦点および範囲で監査が

行われました。
我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的に満足できる形で

行われ、公社の内部統制が十分であったと考えております。

2013年2月25日、エーレブロー

ニクラス・ショーベリィ                               アニタ・ボーマン
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