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公社の概要
公社1は、地方自治体向け貸付け市場において条件
の改善に力を合わせるため、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
されました。公社はまた、地方自治体部門において
財政安定の向上に寄与しています。
　
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あり、公社ですべ
ての営業活動が実施されています。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
ランスティングならびに組合員の被支配会社、団体
や連合体のみが、公社から借入れを受けることが
できます。

公社は、最上位の信用格付Aaa/AAA(アウトルック
安定的)を有しています。かかる信用格付は、スウェ
ーデン地方金融公社の債務に対して組合員のすべ
てが供与する連帯保証により裏付けられているも
のです。

公社のビジョンは、地方自治体の財務管理にとって
世界最良の機関となることです。

1) 1-9頁において、「公社」とは、文脈により、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(credit market company)で
あるスウェーデン地方金融公社をいいます。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Kom-
muninvest 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。

スウェーデン地方金融公社・年次報告書

本書は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の年次報告書です。親団体であるスウェーデン地方金融協同組合の年次報告書は

ホームページwww.kommuninvest.orgでご覧いただけます。

(訳注)この日本語版は、英語版からの日本語翻訳版です。

表紙写真：ヨーテボリ(Göteborg)にあるスウェーデン・エキシビション＆コングレス・センターの拡張。ヨーテボリ市は、2012年より協同組合の組合員です。

地方自治体の
借入れにおける
市場シェア
2013年12月31日現在

  公社を通じての借入れ
44％(前年46％)

  銀行を通じての借入れ
30％(前年32％)

 独自の調達プログラムによる
借入れ26％(前年22％)

出所：スウェーデン地方金融公社
による見積り

貸付ポートフォリオ
2013年12月31日現在

  コミューン 40％(前年:44％)

  地方自治体の住宅供給会社 

30％(前年31％) 
  地方自治体のその他の会社 

21％(前年17％)

  地方自治体のエネルギー供給

会社 8％(前年7％) 
 ランスティング 1％(前年1％) 

過年度の要約 スウェーデン地方金融公社
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年

総資産(十億クローネ) 277.5 283.3 234.0 190.2 183.1

貸付金(十億クローネ) 208.6 201.0 168.1 133.7 123.6

当期利益(百万クローネ) 590.7 320.6 300.6 140.6 170.6

組合員数(合計) 278 274 267 260 248

うちコミューン 270 266 259 253 241

うちランスティング 8 8 8 7 7

レバレッジ比率1(％) 0.96 0.68 – – –

資本比率(総資産に対する自己資本)(％) 0.96 0.61 0.81 0.99 0.40

自己資本比率2(％) 59.5 30.4 45.7 80.7 33.9

キャピタル・カバレッジ比率3 7.43 3.80 5.71 10.09 4.24

1) 総資産および約定(エクスポージャー)に対するTier1資本。34-35頁をご参照下さい。
2) リスク資産に対する自己資本
3) 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。
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スウェーデンのコミューンおよびランスティングが新規の建

設に資金を投資し、着手する場合に、その資金を調達するの

は、多くの場合公社です。スウェーデンの地方自治体当局が

学校、高齢者ケアまたは住民向けサービスにかかる社会基

盤もしくはその他の改善へ投資する資金を調達するための

借入れのうち、公社は現在ほぼ半分を占めています。

公社は、地方自治体当局により所有され、その便益のために

存在しています。1986年の設立当初から、業務の目的は変

わらず、最善の条件で安全な資金調達を提供することです。

現在、270のコミューンおよび8のランスティングが組合員で

す。2013年度末現在、公社の貸付総額は2,086億クローネに

上りました。



公社は地域社会の構築のために
資金を調達しています

公社は、スウェーデンの地方自治体のための資金
調達窓口機関(local debt office)です。多くの場合、
社会が十分に機能することを確実にするために必
要な投資への資金を調達するのは、公社からです。
これには、デイケアセンター、学校、老人ホーム、保
健所および病院への重要な社会投資を含みます。
さらには投資は、エネルギー供給、道路整備、上下
水道やスポーツ・文化施設の分野にも行われます。

地方自治体部門の債務は徐々に増加しており、
引き続き増大する可能性が高いでしょう。大規模
な投資は、例えば住宅や病院の維持管理および建
設に対して予定されています。公社は、国内資本市
場および国際資本市場において安定した有利な
借入れを確保することにより、このプロセスにおい
て重要な役割を担っています。借り入れた資金は、
その後、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を所有する関係会
社に貸し出されます。

 

地方自治体当局にとっての商業利益
公社に助力を求めることにより、コミューンおよび
ランスティングは、安全で有利な借入れ、助言およ
び債務管理ツールの利用が可能になります。公社
は利潤を追求しておらず、その目的は唯一、組合員

へ経済的便益を提供することです。公社はまた、資
金調達問題に関して地方自治体部門を代表してい
ます。

コミューンおよびランスティングのために個々
に商業利益を生むという基本的なコンセプトは、こ
の協同事業の最初の頃から変わっていません。公
社は、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、目的はま
さに組合員に費用効率の良い貸付けを提供する
ことでした。この目的が実現されたという証明は、
協同組合への参加が恒常的に増加してきたことで
す。すなわち、現在、スウェーデンのコミューンおよ
びランスティング310のうちの278が組合員なので
す。現在まで、この協同事業から退会した組合員が
いないことがさらなる証明です。 

連帯保証
信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の
所有者であるスウェーデン地方金融協同組合への
参加は、公社から資金調達を受けるための必要条
件です。保証の見返りとして、組合員が持分の過半
数を所有する関係会社および地方自治体の団体
や連合体へも貸付けが提供されます。公社の貸付
業務は、現行のキャピタル・カバレッジ規則に従え
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ばリスク・ウェートはゼロです。
スウェーデン地方金融協同組合の組合員はす

べて、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。スウェーデンのコ
ミューンおよびランスティングは、破産宣告を受け
ることはなく、合併の場合を除いて存在が消滅する
こともないため、この保証は、とても強いものとみな
されています。加えて、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与えられています
が、地方自治体部門の業務に対する最終的な責任
は中央政府にあります。

 

組合員の責任
協同組合へ参加することにより、業務の重点決定
に関して責任も伴います。決定は、協同組合の年
次総会で行われます。協同組合の組合員にとって
重要な問題は、2018年1月1日付で導入が予定さ
れるレバレッジ比率に関する新しいEUの規制をク
リアすることです。必要な定款変更に関する決定
は、2014年4月および2015年4月に行われる予定
です。レバレッジ比率の詳細については、34-35頁
をご参照下さい。

流動性へのアクセス確保
公社の任務は、組合員のため、地方自治体の資金
調達窓口機関として活動すること、すなわち、外部
環境にかかわらず組合員の資金調達へのアクセス

を確保することです。
金融市場に危機が拡大した2008年/2009年

以降も、公社はその任務を果たしてきました。厳し
い経済状況下における公社の流動性へのアクセス
は、主として、十分に分散された資金調達戦略およ
び多額の流動性準備金に基づいて進められます。
加えて、2010年以来、公社は、スウェーデン中央銀
行の金融カウンターパーティであり、また同中央銀
行のRIX(資金決済システム)の参加者です。

最上位の格付け
ムーデーィズおよびスタンダード・アンド・プアーズ
という国際的な信用格付機関2社から最上位の格
付けAaa/AAA(アウトルック安定的)を有しているこ
とで、公社は世界で最も信用力のある発行体とし
て認識されています。格付機関によれば、公社の信
用格付は、組合員の連帯保証、公社の流動性の高
さおよびスウェーデン中央銀行からの資金調達へ
のアクセス、公社の資産の質の高さ、貸付先が組合
員に限定されていること、ならびに金利および通貨
をマッチングさせるという方針に基づく保守的な
資産・債務の管理が要因となっています。公社の収
益性の改善も言及されており、近く施行される規制
の変更への備えとして資本強化が行われていると
ころです。

就学前プログラム、住宅建設、水道施設、保険・医療は、公社がコミューン、地

方自治体の関係会社およびランスティングへの貸付けを通じて資金調達に

寄与している主要な社会サービスの一部です。

組合員である地方
自治体
2013年12月31日現在

2013年度末現在、270の
コミューンおよび8のラン
スティングがスウェーデ
ン地方金融協同組合の
組合員です。
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公社の行ってき
た長期にわたる
投資家優先の努
力、資金調達市
場における活発
な 活 動 、および
地方自治体の資
金調達のスウェ
ーデン ･ モデ ル
に対する高い信
頼が、2013年度
に成果をあげま
した。

長期安定の重視
近い将来実施される規制の変更は、次第に具体化されており、その公社に及ぼす影響は甚大なものがあ
ります。公社が要件を満たさなければならないのは自明のことです。しかしながら、価値の創出は事業活
動に基づくものです。

公社は、有利な融資条件によって設立組合員の
利益を図るため、借入れにおいて規模の利益を
実現する目的で設立されました。この原則は、ス
ウェーデン地方金融公社の事業の中核であり続
けています。

公社が継続してその組合員および顧客に
条件の有利な融資を提供することの重要性
は、2013年度に採択された新ビジョンおよび事
業コンセプトにおいて、明確に記載されていま
す。特に、公社はスウェーデンの地方自治体部門
に対して考えうる最も有効な財務管理を提供す
ることで、地方自治体の資金調達窓口機関とし
て社会の利益につながる役割を担う安定した、
効率性の高い知識豊富な関係者と認知されてい
ます。

借入れの好業績
借入れを熟知していることは、組合員にとって最
良の資金調達機関であろうとする公社の手腕の
基本条件です。幸い公社は、この観点で2013年
度において様々な成功を収めました。

10月、公社は、米国において予算危機が進
行する最中にもかかわらず、米ドル建ベンチマー
ク債の発行を決定しました。不安定な状況下で
発行を行う最初の機関であったため、成功する
見通しは明るくありませんでした。しかし、この発
行は投資家の関心を大いに集め、業界のメディ
アにおいて賞讃を受けました。こうした結果は、
公社が資金調達市場において強固な地位を保
持していることを証明するのみならず、敢えて先
陣を切ることで得るものがあることも証明してい
ます。公社の行ってきた長期にわたる投資家優
先の努力、資金調達市場における活発な活動、
ならびにスウェーデンおよび地方自治体の資金
調達のスウェーデン･モデルに対する高い信頼
が成果をあげました。

公社はまた、分散化という資金調達戦略を真
実追及していることの確認を得ました。日本での
広範なマクロ経済刺激政策の結果、2013年の日
経株価指数は記録的な水準にまで上昇し、この
ため、公社の日本における借入れの相当部分が

期限前償還されています。複数の資金調達プログ
ラムを利用できることは強みの源泉であることが
証明され、公社は、長期戦略借入プログラムの過
度の利用を回避することができました。様々な手
段の中で、多数の変動利付債が発行され、業界の
メディアにおいて公社が2013年の「Best Agency 
FRN Issuer(変動利付債発行体としての最優秀機
関)」に指名されることにつながりました。

評価の困難な外部環境
2008年から2009年にかけての世界的な金融
危機の後に相次いで行われた規制が、大変強
力かつ広範囲であったため、その影響を包括的
に分析できた関係者はまだありません。そのた
め、2013年度が進行するにつれて市場に落着
きの兆しがでてきたことが、現実かつ根本的なマ
クロ経済の好転の表れであるのか否か、評価が
さらに困難になっています。金融システムが回復
の局面においてどのように機能していくか、不透
明です。回復を支援すべき機関は、金融危機が
始まって以降、全く変わってしまいました。外部
環境の評価が難しいということは、新しい事態を
初期の段階で確認できるよう、公社が情勢の変
化によく注意し続けなければならないことを意
味しています。

新しい規制に対応した再編成
2013年度、取締役会は、かなりの時間を費やし
て金融機関を取り巻く新しい規制について学
び、これら規制を既存の事業との関連でどのよう
に解釈すべきか知識を得ました。新しい規制が
公社に多大な影響を及ぼすこと、また公社はそ
の遵守のために相当の資源を割かなければな
らなくなることは明白です。

公社の課題は、他の金融機関と同様、事業へ
の取組みをおろそかにすることなく、規制に対処
することでありましょう。有効な規制の遵守と、公
社の組合員および顧客にとっての事業上の利益
の重視とを両立させる必要があります。

2018年に施行が予定されるレバレッジ比率
要件を満たすための、公社の自己資本増強に関
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しては、問題の内容が明らかになってきました。
しかしながら、どのくらいの最低基準が適用され
るか、また、2016年までにレバレッジ比率がさら
に細かく分類されるかについては分かりません。
公社には、利益に基づく現行の資本蓄積モデル
のみによって達成できる水準よりも高いレバレッ
ジ比率要件が設定される可能性があります。

新しい所要自己資本の設定に伴い、公社が
どのように対応したらよいかについて、2013年
度中はスウェーデン地方金融協同組合の理事会
およびスウェーデン地方金融公社の取締役会に
おいて、また、2014年初頭に実施された組合員
協議会において、詳細に検討されました。協同組
合の2014年年次総会においては、当組織が必
要に応じて、可能な限り広範囲の自己資本増強
手段を利用できることの確保を目的とした定款
の変更について、最初の決定を取りまとめること
が持分保有者の意向であります。

現代に適した組織
公社のビジネス・モデルはシンプルであっても、
事業の運営は複雑な、厳しく規制され、かつグロ

有効な規制の遵
守と、公 社 の 組
合員および顧客
にとっての事 業
上の利益の重視
とを両 立させる
必要があります。

ーバル化した環境において行われており、公社
は高い目標を掲げています。公社が今日まで達
成した成功も、公社が今後目指す目標も、いずれ
も全面的に、公社の有能な従業員に依存するも
のです。一人ひとりがその専門知識を通じ、公社
の顧客に要求される専門性の高いサービスを提
供することにより、公社の信頼性を高め、市場に
おける地位を強化していかなければなりません。

取締役会および経営幹部の義務は、公社で
働く人々に興味深く、刺激に満ちた職務を確保
し、キャリアの開発および昇進の機会を用意する
ことです。私たちは、公社が責任も専門分野も異
なる従業員が効率的に協働する、魅力的な職場
であってほしいと思います。このためには、従業
員の最良の資質を引き出す統率力を伴った現
代的な組織が必要です。

い か なる組 織 にとっても、これ は 課 題で
す。2012年度末に、事業遂行の責任を明確化する
ことを主眼とした組織の再編が実施されました。こ
れは、リスク・コントロールの改善に寄与しました。

将来に向けて
今日、公社はスウェーデンの金融市場において、
システム上きわめて重要な役割を担っています。
これは、謙虚さが要求されるとともに、重大な責
任を伴う地位であります。同時に、このことが公
社の利害関係者グループとの関係の構築に有
利な影響をもたらします。

絶えず変化する世界の中で、私たちは、変化
に遅れを取らず対応しなければなりません。私た
ちは、2013年度において、そのように対応しまし
たし、引き続きそうありたいと思います。努力を
払って変化への対応することによってのみ、私た
ちは、持分保有者が公社に対して定める任務を
遂行できるのです。

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
取締役会会長
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今後はますます
地方自治体部門
の債務の傾向が
公社の成長の基
調を決定づける
ことに なるでし
ょう―10の地方
自治体当局のう
ち、9つがすでに
協同組合の組合
員です。

協力のメリット
スウェーデンの地方自治体部門の財政状態は、良好です。基本的な地方自治体のサービスに対する投資
は近年増加しており、借入れ需要に影響を及ぼしてきました。公社は、当該部門において主たる貸し手と
しての地位を維持しています。

2013年度に、公社は、地方自治体の借入債務の
傾向に係る包括的な報告書を初めて公表しま
した。当該報告書は、地方自治体部門が人口増
加に伴う現在および将来の福祉サービスに対す
る需要に対応するための大規模な投資需要が
引き続き存在していることを示しています。投資
は、幼稚園、高齢者介護施設およびエネルギー
供給施設等の地方自治体の基本的なインフラに
対して行われています。増加する投資額は、外部
からの資金調達に対する需要に影響を及ぼし、
結果として借入債務総額を増加させました。

債務の増加は、人口が増加している地方自
治体当局に集中しています。対GDP比で、債務水
準は、比較的低い水準で安定しています。国際的
な比較において、スウェーデンの地方自治体部
門は堅調であり、高い黒字額、自己調達額の水
準および資産額を誇ります。

地方自治体部門における最大の貸し手
公社は、引き続き地方自治体の第一選択の資
金調達先です。しかしながら、資本市場がますま
す正常化していることから、競争が激しくなって
きています。これにより、公社の貸付高の伸びは
2013年度においてより抑制されたものとなりま
した。貸付けに対する需要は、年度末において地
方自治体当局が労働協約で合意された健康保
険証書に係る以前の保険料の大幅な払戻しを
受領したことによる影響も受けています。

公社の貸付けの伸びが鈍化していることは、
自然なことです。10の地方自治体当局のうち、9
つがすでに組合員であり、また、正常化した貸付
市場においては、コミューンおよびランスティン
グはその他の方法により資金調達することが可
能だからです。今後しばらくの間は、私たちは、貸
付けの伸びが地方自治体部門全体における債
務の増加に、より一致したものになると考えてい
ます。

公社からの借入コストが最も低いにもかか
わらず、特定の場合には、地方自治体当局独自
に、公社を通じた場合よりも低い借入コストを確
保できます。

理由の1つは、公社における継続的な自己資
本の増額であり、これがより高い貸付けの利ざや

につながっています。資金調達の代替手段を比
較する際に、公社からの還元の分配を考慮する
地方自治体はほとんどありません。2013年度、こ
の還元は、公社を通じた組合員の借入れに対し
て42ベーシス・ポイントに相当しました。

本年、利益からは30から35ベーシス・ポイン
トの還元の余地があり、かかる還元の決定は4月
のスウェーデン地方金融協同組合の年次総会で
行われる予定です。

自己資本の増額を支える利益
営業利益は、EUによる金融機関のレバレッジ比
率要件の2018年からの導入に先んじて自己資
本を強化するための取組みを反映して、757.6
百万クローネ(前年度：249.1百万クローネ)とな
りました。この取組みは予想よりも順調に進み、
地方自治体の財務管理にとって世界最良の機関
となるというビジョンを実現するために適した状
態を公社にもたらしています。

今日でも、リスクの観点において、公社は十
分な自己資本を有しています。2013年度の自己
資本比率は、法定要件の8.0％と比較して、59.5
％でした。

スウェーデンにおいて法律で定められてい
る安定化政策費用を除くと、貸付ポートフォリオ
に占める管理費の割合として算定される公社の
一般管理費の水準は、低く、また、低下していま
す。2013年度において、費用水準は、7.0ベーシ
ス・ポイントであり、これと比較して、2010年度か
ら2012年度の期間においては、平均8.8ベーシ
ス・ポイントでした。同時に、報告要件およびプロ
セス・ドキュメンテーションに関する規制を含む
新しい規制への対応は、公社が人員を増加し、コ
ンサルタント・サービスの調達を増やさなければ
ならないことを意味します。

安定化政策費用に係るコスト高
安定化政策費用は、引き続き最大の個別の費
用項目です。2013年度において、安定化政策費
用は、公社については100百万クローネ近くと
なり、公社の管理費合計額の40％に相当しまし
た。低リスク業務かつ低コストの機関にとって、
安定化政策費用は著しい影響を及ぼします。安
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定化政策費用は公社のようなタイプの機関に対
して課されるべきではなく、その代わりに公社の
業務に伴うリスクを考慮して算定されるべきも
の、というのが公社の見解です。現在、費用水準
は、安定化政策費用が課されなかった場合の水
準より約70％高くなっています。

効率的な借入れの継続
公社が発行する有価証券に対する需要は、当該
年度において好調であり、特に国際借入に満足
しています。公社が業務を行う資本市場セグメン
トにおける第一線の参加者としての地位を強化
してきました。折に触れて、公社の債券は、EUの
金融機関が発行する同等の債券よりも低く価格
決定されました。

スウェーデンでは、2010年に導入されたス
ウェーデン・ベンチマーク債プログラムの強化が
継続されました。かかるプログラムに基づく発行
は、2015年までにスウェーデン・クローネ建の資
金調達が長期借入れの半分を占めることを目標
とするという公社の長期計画と一致しています。
かかるプログラムは、公社の最も効率的な長期
借入れプログラムの1つであり、現在では、投資
家にとってより一層魅力的なものとするよう取組
みが行われています。

公社の使命は、
システム上重要
な機関に課され
るますます厳し
くなる要件を満
たす一 方で、協
同組合の持分保
有者や顧客に対
して最大限の利
益をもたらすこと
です。

新しいビジョンによる刺激策
地方自治体の財務管理にとって世界最良の機関
となる、という公社の新しいビジョンが当該年度
中に採択されました。かかるビジョンは、公社に
とって素晴らしいツールであり、公社の顧客の利
益を重視することをより明確にし、有益なガバナ
ンス・ツールです。私たちが行うすべてのことによ
り、このビジョンを実現していくことになります。
地方自治体部門により所有され、それらからの
業務を請け負うような他の機関と公社を比較し
ても、改善の余地はあるものの、借入れを含む複
数の分野において公社が良い業績を上げてい
ることは明確です。

公社がなぜ存在するのか、何を提供すべき
で何を提供すべきでないか、何に取り組み、何に
取り組むべきでないかに対する意識は、ここ数
年においてより強くなっていると私は考えます。
私たちは、公社がその組合員や持分保有者にと
ってツールであり、地方自治体部門における債
務管理に重点を置くことを明確に委託されてい
ることを認識しています。

他国における公社に類似する取組み
地方自治体の金融機関という現象が拡大してい
ることは、喜ばしいことです。主として大手商業銀
行を念頭に置いた多くの規制変更の動きがみら
れる昨今において、公社および姉妹機関の業務
を守ることは重要です。2013年末に、フランスに
おいて公社と同等の機関が設立され、またいく
つかの類似する取組みが他の国々においても進
行中です。

最後に、スウェーデンの地方自治体部門に対
して大きな価値を創出する手助けをその働きに
よって行う公社の従業員に対して謝意を表しま
す。スウェーデン地方金融協同組合の組合員全
体の85％が少なくともその借入れの半数を公社
から行っています。

私たちは、システム上重要な機関に課される
ますます厳しくなる要件を満たす一方で、公社を
組合員や持分保有者に対して最大限の利益をも
たらす機関とすることに重点を置いています。こ
れによりコミューンおよびランスティングがスウ
ェーデンの公共福祉を効率的に発展させる支援
ができるということが、特に励みになると感じて
います。

エーレブロー、2014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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地方自治体向け貸付け
公社は、スウェーデンの地方自治体向け貸付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。2013年度末現在、かかる市場は約4,700億クローネ(前年度：4,430億クローネ)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。

2007年度から2013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
で約1,350億クローネ増加しました。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結果
に伴うものです。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。2013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、2007
年度が10.7％であったのに対して、12.9％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
・ 短期金融市場および債券市場を通じての借

入れ

借入れの推移および内訳は以下のグラフに示
されています。借入れ形態の選択における転換
は、2013年度においても継続しました。貸付高
の増加にもかかわらず、銀行および公社双方の
市場シェアは低下しました。地方自治体部門独
自の市場プログラムによる借入れが15％増加   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し、当該部門の借入れによる資金調達全体に占
める割合は4分の1を若干上回りました。

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
競争力は徐々に低下しつつあり、主に公社に対
して、さらには主により規模の大きい地方自治体
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対しても恩恵をもたらして
います。2013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、当該部門の借入れの44％(前
年度：46％)を占めました。銀行部門を通じての
借入れは30％(前年度：32％)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26
％(前年度：22％)を占めました。

損益計算書についての比較数値は、特段の記載がない限り、前年度(2012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(2012年12月31日)現在の数値です。

1) 本年次報告書公表時点で、2013年度の完全なデータまたはコミューンおよ

びランスティング自体の年次報告書のいずれも入手不能でした。

地方自体部門の借入れ、2003年－2013年
借入総額、十億クローネ           対GDP比、％

 公社を通じての借入れ、十億クローネ  銀行を通じての借入れ、十億クローネ  独自の調達プログラムに

よる借入れ、十億クローネ   地方自治体部門の借入れの対GDP比、％
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組合員の増加
2013年度中、スウェーデン地方金融協同組
合は、4の新規組合員を迎えました。ウプサラ
(Uppsala)、ティーブロー（Tibro)、イェーフェラ
(Järfälla)およびスヴァーローブ(Svalöv)の各コミ
ューンです。このように協同組合は、278の組合
員(そのうちコミューンが270、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
93％、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76％(前年度：73％)を占めています。

2013年度における貸付け
2013年度末現在、公社の貸付金は2,086億クロ
ーネ(前年度：2,010億クローネ)に上りました。
名目ベースでは、貸付金は前年度比で4％(前年
度：19％)増の2,066億クローネ(前年度：1,979
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
が持分の過半数を所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41％(前年度：45％)、地方自治体の関係
会社が59％(前年度：55％)を占めました。コミュ
ーンおよびランスティングの借入全体における
シェアの低下は主に、内部ローンに対する金利
の控除を制限する新しい規則が不確定であるた
め、2013年初めに多くの地方自治体が地方自治
体グループのための借入れを中止したことによ
ります。

地方自治体の住宅供給会社は貸付全体の
30％(前年度：31％)を占めました。当該年度に
おける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。しかしな
がら、公社からの借入コストが最も低いにもかか
わらず、特定の場合には、地方自治体当局独自
に、公社を通じた場合よりも低い借入コストを確
保できるため、増加率は過年度に比べて低くな
っています。対GDP比の地方自治体部門の債務
は、比較的低い水準にあります(10頁のグラフを
ご参照下さい。)。

貸付け
2013年度末現在、公社の貸付総額は2,086億クローネ(前年度：2,010億クローネ)に上りました。スウェー
デン地方金融協同組合の組合員数は278(前年度：274)となり、スウェーデン地方金融公社は773(前年
度：728)の顧客を有していました。

組合員数および貸付高、1987年－2013年
組合員数                                                                                                                十億クローネ

 組合員数  貸付高、十億クローネ
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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。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、
主により規模の大きい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。資
産として分類される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。2013年度中、スウェーデンの地
方自治体当局の独自の市場プログラムによる借
入れは、銀行および公社双方を通じた借入れよ
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。

2013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72％(前年度：58％)および1年以
下の資本固定の貸付け28％(前年度：42％)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39％(前年度：30％)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2.0年
(前年度：1.9年)でした。貸付けの借り手別および
貸付商品別の内訳については、左記のグラフに
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
にとどまらず、効率的な財政管理のニーズに対し
て顧客を支援することも可能です。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。

貸付ポートフォリオの
借り手別内訳
2013年12月31日現在

 コミューン 40％(前年44％)

  地方自治体の住宅供給会社 

30％(前年31％) 
  地方自治体のその他の会社 

21％(前年17％)

  地方自治体のエネルギー供給

会社 8％(前年7％) 
 ランスティング 1％(前年1％) 

貸付ポートフォリオの
貸付商品別内訳
2013年12月31日現在

  固定金利商品(資本固定)(スウ
ェーデン・ベンチマーク債プロ
グラムに対する貸付け含む) 
46％(前年:41％)

  STIBOR商品(資本固定) 37％ 

(前年30％)

 公社金利商品 11％(前年20％)

  3ヵ月物STIBOR商品 6％           
(前年9％)
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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、2013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2,606億クローネ(前年度：2,629億ク
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、商品および投資家の観点から
の分散投資に基づきます。戦略的資金調達は、
スウェーデン・ベンチマーク債プログラム、米ド
ル建ベンチマーク債プログラム、ECP(ユーロ・コ
マーシャル・ペーパー)プログラムにより、また日
本市場を通じて行われています。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、国際借入市場において有価証券を
発行しますが、これらはSSA(ソブリン、国際機関
および政府系機関)債として分類されます。公
社自身と比較される発行体としては、欧州投資
銀行(EIB)、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(NIB)およびドイツ農林金融公庫
(Rentenbank)(ドイツ)が挙げられます。

2013年度における資金調達
2013年度末現在、公社の借入総額は2,606億ク
ローネ(前年度：2,629億クローネ)に上りました。

当該年度において、962億クローネ(前年
度：1,231億クローネ)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
期が到来する借入れまたは期限前償還可能な
借入れの借換えのため、貸付業務における新規
の借入れの資金を調達するため、また現在の市
場見通し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。

当該年度末現在、期限前償還可能な借入れ
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5.6年(前年度：5.5

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4.2年
(前年度：3.7年)でした。

市場の状況
公社の発行する債券に対する需要は2013年度
を通して良好でした。この理由の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国内双方に
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
を増やすことに積極的に取り組んでいます。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2件の大口ベ
ンチマーク債による米ドル建て借入れが行われ
ました。いずれも投資家側からの反応は良く、各
国中央銀行や公的機関、また新たな投資家層と
して銀行の財務部門(新たな規制に伴い、価額変
動を比較的受けないとみなされる資産へかなり
の投資を行っています。)による高い参加率を享
受しました。公社により発行される有価証券は、
スウェーデンにおいて、流動性カバレッジ比率
(LCR)の算定上、最も質が高いものの1つとされ
ています。

総額354億クローネ(前年度：361億クロー
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785
億クローネ(前年度：531億クローネ)でした。当該
年度において、さらに2件の債券が発行され、当
該プログラムに基づく残存債券は合計5件です。

借入れの通貨別内訳 
2013年度
(コマーシャル・ペーパーによる借
入れを除く)

 米ドル 52％(前年36％)

 スウェーデン・クローネ 40％

        (前年32％)

 日本円 7％(前年17％)

 豪ドル 1％(前年2％)

借入れのプログラム別
内訳
2013年度
(コマーシャル・ペーパーによる借
入れを除く)

  米ドル建ベンチマーク債プロ

グラム、31％(前年該当なし)

  米ドル建変動利付債、20％

       (前年該当なし)

  スウェーデン・ベンチマーク

債プログラム、37％(前年29％)

 日本における債券の売出し、

        7％(前年19％）

  私募、5％(前年15％)
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流動性管理
2013年度末現在、公社の流動性準備金は624億クローネ(前年度：711億クローネ)に上り、貸付額の
30％(前年度：35％)に相当しました。金融市場に不確実性が残っている結果として、当該年度の流動
性管理は、主に満期までの残存期間が短い国債へ集中しました。

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。詳細については、22-35頁のリスクおよ
び資本の管理の項または公社のホームページ
www.kommuninvest.org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。

2013年度における流動性準備金
主として欧州債務危機および米国財政予算問題
の結果、管理することが慎重に浸透しました。当
該年度において、流動性準備金は、LCR(流動性
カバレッジ比率)等の新しい規制要件に合うよう
調整されています。これにより、信用度の最も高
い国により発行された、流動性の高い有価証券
に対する投資への転換が生じました。流動性ポ
ートフォリオの残存期間は1.9年(前年度：1.5年)
でした。

2013年度末現在、流動性準備金の39％(前
年度：31％)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22％(前年度：36％)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67％(前年度：75％)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86％(前年度：82％)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。担保として受領さ
れた有価証券を除き、当該準備金は596億クロ
ーネ(前年度：552億クローネ)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。公社
の信用リスク・エクスポージャーに関する詳細に
ついては、注記3をご参照下さい。

流動性準備金の投資
先格付別内訳
2013年12月31日現在

 Aaa/AAA 78％(前年84％)

 Aa1/AA+ 9％(前年2％)

 Aa3/AA- 11％(前年11％)

 A1/A+ 1％(前年1％)

 A2/A 1％(前年2％)

流動性準備金の投資
先発行体別内訳
2013年12月31日現在

  各国政府 21％(前年14％)

  政府関係機関 18％(前年16％)

  地方自治体および非政府系公

的機関 15％(前年15％)

  スウェーデンのカバード・        

ボンド 31％(前年43％)

 銀行(北欧) 2％(前年2％)

  銀行(欧州) 2％(前年3％)

  銀行(欧州外) 4％(前年5％)

  国際機関 7％(前年2％)

取締役会報告

14 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号 SE556281-4409　2013年度年次報告書



業績
2013年度の公社の営業利益は、757.6百万クローネ(前年度：249.1百万クローネ)でした。純利息収益
は、26％増加して、969.5百万クローネ(前年度：771.7百万クローネ)でした。

公社の営業利益(処分・税引前利益)は、757.6百
万クローネ(前年度：249.1百万クローネ)でした。
営業利益には17.6百万クローネ(前年度：-260.9
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、740.0百万クローネ(前年度：510.0百万クロ
ーネ)でした。処分・税引後利益は、590.7百万ク
ローネ(前年度：320.6百万クローネ)に上りまし
た。課税所得はグループ補助金の支払により減
じられ、2013年度には0.0百万クローネ(前年
度：0.0百万クローネ)でした。注記11もご参照下
さい。

営業収益合計は、100％増加して、1,002.8
百万クローネ(前年度：500.7百万クローネ)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。

純利息収益は、969.5百万クローネ(前年
度：771.7百万クローネ)でした。かかる増加は主
として、損益計算書を通じて自己資本を強化す
るため過年度に導入されたより高い貸付けの利
ざやに起因しており、資本固定の貸付けの割合
を多くすることに効果を上げています。

金融取引純利益は38.7百万クローネ(前年
度：-267.1百万クローネ)でした。前年度との差
は、主として17.6百万クローネ(前年度：-260.9百
万クローネ)の未実現の市場価値変動に起因す
るものでした。2012年度においては、借入れと貸
付けの利ざやの増加に起因して貸付ポートフォ
リオにおいて市場価値がマイナスに変化しまし
た。利ざやは2013年度には横ばいに推移し、市
場価値の重大な変動は計上されていません。詳
細については、注記6をご参照下さい。

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1.0百万ク
ローネ振り替えました(前年度：24.4百万クロー
ネの振替え)。公社の自己債券の買戻しからの利
益は、13.3百万クローネ(前年度：24.1百万クロ
ーネ)でした。

費用は245.2百万クローネ(前年度：251.7百
万クローネ)に上り、99.0百万クローネ(前年
度：101.3百万クローネ)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
定化政策費用の減少は、貸付けの増加にかかわ
らず、借入総額を減少させた効果です。安定化
政策費用は公社の費用合計の40％(前年度：40
％)を占めました。

安定化政策費用を除くと、費用は146.2百万
クローネ(前年度：150.4百万クローネ)であり、こ
のうち人件費が80.7百万クローネ(前年度：72.8
百万クローネ)、その他の費用が65.5百万クロー
ネ(前年度:77.6百万クローネ)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、一定の
格付費用が現在は純利息収益に計上されてい
ること、および一定の費用が現在はスウェーデン
地方金融協同組合の負担となっていることに起
因しています。

公租公課
損益計算書において認識された2013年度の税
金費用は、166.9百万クローネ(前年度：132.5
百万クローネ)であり、一時差異に係る繰延税金
3.9百万クローネ(費用)(前年度：-56.2百万クロ
ーネ)を含みます。課税所得はグループ補助金の
支払により減じられ、2013年度には0.0百万クロ
ーネ(前年度：0.0百万クローネ)でした。注記11も
ご参照下さい。

貸倒損失
貸倒損失は0.0百万クローネ(前年度：0.0百万ク
ローネ)でした。

利益処分
取締役会および社長は、741.1百万クローネ(前
年度：717.7百万クローネ)に上るグループ補助
金の支払後の、利益処分可能資金313.8百万ク
ローネ(前年度：306.9百万クローネ)を利益処分
として次期繰越とすることを提案します。詳細に
ついては、74頁をご参照下さい。

処分・税引前営業利益
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  人件費、百万クローネ

  その他管理費用、百万ク

ローネ

 安定化政策費用、

　   百万クローネ

 減価償却費、百万クローネ

  その他営業費用、

        百万クローネ

  貸付高に対する管理費用(安
定化費用を除く)の比率、ベー
シス・ポイント

年

年
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自己資本比率
リスク資産に対する自己資本(％)

 公社
  規制上の要件

資本および財政状態
2013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741.1百万クローネ(前年度：717.7
百万クローネ)のグループ補助金の支払の後、1,727.6百万クローネ(前年度：952.7百万クローネ)に上りま
した。

2013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(590.7百
万クローネ(前年度：320.6百万クローネ))およ
び株式資本の増加(768.0百万クローネ(前年
度：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、768.0百万クローネ(前年
度：276.0百万クローネ)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および
20.0百万クローネ(前年度：40.0百万クローネ)
が協同組合の新規組合員からの出資です。

資本はまた、「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ます。公
社の業績を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グループ補
助金として分配され、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2013年年次総会で、余剰金の分

配において778.5百万クローネ(前年度：276.0
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の株式資本として、公
社に役立てられます。協同組合の2013年年次総
会で、768.0百万クローネ(前年度：276.0百万ク
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。 

2014年度における余剰金の分配
協同組合の2014年年次総会による決定待ちで
すが、協同組合はまた、2013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2013年
度の年次決算において拠出したグループ補助金
は741.1百万クローネ(前年度：717.7百万クロ
ーネ)であり、これはグループ補助金の拠出前の
課税所得と同額です。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2013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

キャピタル・カバレッジ
比率
所要自己資本に対する自己資本
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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。2013年度業績に関連する資本
注入の見込額(未承認)は696.5百万クローネ(前
年度：768.0百万クローネ)です。これは、グルー
プ補助金741.1百万クローネ(前年度：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。

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62億クローネ(前
年度：111億クローネ)および132億クローネ(前
年度：175億クローネ)でした。

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、2013年度末現在
1,000.1百万クローネ(前年度：1,000.3百万クロ
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 7 . 4 3 ( 前 年
度：3.80)でした。法定の最低水準は1.0です。自
己資本比率は59.5％(前年度：30.4％)でした。法
定の最低水準は8.0％です。

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・カバレッジの詳細
については、注記28をご参照下さい。
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組織および従業員
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および金融部門に対する新しい規制の導
入に呼応して増加しています。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
2013年度には新たに5名増加し合計70名(前年度：65名)となりました。当該年度中の平均従業員数は66
名(前年度：62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
門的な金融機関です。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いて価値観が
十分に統合されているかにかかっています。雇
用主として強いブランドを持った、働く上で魅力
的な会社であることが重要です。これは従業員
満足指数およびその他の方法によってフォロー
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。対話は、従業員が各自の能力開発を
進めているかを確認するために6ヵ月後にフォロ
ーアップされます。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
が提供されます。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。2013年度末
現在、従業員の平均年齢は43歳(前年度：42歳)
で、23歳(前年度：21歳)から65歳(前年度：63歳)
までの幅がありました。当該年度中の病気休暇
率は1.9％(前年度：1.5％)でした。当該年度にお
ける従業員数の増加は主として、金融部門にお
いてすでに導入済の、また導入予定の規制の変
更に起因しているといえます。

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、37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
わち完全性、参画、透明性および良質性に従い、
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。

従業員統計 2013年 2012年 2011年

従業員総数 70 65 59

 うち女性数 28 29 24

 うち男性数 42 36 35

離職率(％) 4.4 14.5 5.4

病気休暇率(％) 1.9 1.5 1.2

平均年齢 43 42 42
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持続可能性および社会的責任
公社のビジョンにより、公社の業務は、地方・地域部門の発展のために資金を供給し、健全かつ持続可能
な社会における投資活動に対して資金供給を行うことが明らかです。持続可能性という分野における取
組みは、知識構築、評価作業および環境配慮という3つの機軸に基づきます。

知識構築
スウェーデンの地方自治体部門は、将来多くの
課題に直面します。人口の高齢化、拡大する都市
化および住宅供給市場の分化は、大規模な投資
のニーズおよび規制の変更と相まって、地方自
治体部門の状況および機会について新しく、より
深い知識を得られるような調査が必要になって
います。公社は、様々な方法で、地方自治体部門
の財政状態および課題に関連して生じる調査を
支援します。

公社は、サービス提供組織であり、専門家と
しての技能を有する有能かつ意欲的な従業員
に高く依存しています。従業員の技能は、公社の
将来の課題およびニーズに応じるために必要な
ペースおよび方法で高められます。従業員が地
位を向上させるという目標に加えて、従業員が健
康を維持し、仕事と私生活の間で健全なバラン
スを取る機会を提供されることも重要です。

公社のブランドは、地域社会外において、安
定的で、効率が良く、知識豊富であると認識さ
れ、それが強められるような方法で紹介されな
ければなりません。｢社会における公社」というコ
ンセプトは、公社のブランドを一般的な観点に
おいても、雇用主としてのブランドという特別な
観点においても強化することを目指す努力のた
めの枠組みです。コンセプトは、広範な視野を持
って、地方との相互関係を含め、様々な活動の中
で体現されています。地方と相互関係を持つ目
的は、地域社会および社会的価値を高めている
組織とともに、価値を相互に交換することにあり
ます。目的は、相互関係先に対して、公社の従業
員採用の機会を高め、社会における公社のプレ
ゼンスを明確にし、また魅力的な職場として従業
員の公社に対する認識を高めることです。

評価作業
公社には、平等および多様性が浸透した組織お
よび文化があります。重要なのは、性別、民族的
背景、宗教・信条、年齢、障害、性的指向またはト
ランスジェンダー・アイデンティティにかかわら
ず、従業員を惹きつけ、勤め続けさせ、さらに技

能を有する従業員を育成することです。
評価作業は、以下を含む多くのガバナンス・

ドキュメントにより規定されています。
・ 公社の人事方針。これは多様性および将来の

ニーズに対応する技能の向上への組織として
の見解をまとめたものです。

・ 倫理方針。これは学習組織であるための重要
性を明示したものです。

・ 調達方針。これは環境、倫理および社会的な
要件を規定したものです。

・ 行動規範。これは職場環境、多様性・差別、汚
職・収賄および外部関係や環境といった分野
について内部指針としての役割を果たすもの
です。

環境配慮
公社の目標は、独自の環境保全活動を通じてな
ど、持続可能な社会の発展に貢献することです。
環境面の取組みの出発点は、国連環境計画・金
融イニシアチブです。

とりわけ、持続可能な発展および環境に関す
る取組みは以下に基づきます。
・ 公社が関連する法的な環境規制を遵守する

こと
・ 公社が環境問題に関する従業員の参画およ

び自覚を促し、自然環境を考えるよう従業員
を教育すること

・ 公社が、環境への負担を継続的に削減するこ
とを目的として内部の環境プロセスを実施す
ること。とりわけ、以下の方法によります。
- エネルギー消費および自社保有の輸送手

段から温室効果ガスの排出を削減すること
- 消耗品を購入および選定する際に環境面

を考慮すること
- ごみの量を削減し、回収およびリサイクル

のシステムを奨励すること
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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。2013年に、ム
ーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズ
は、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
協同組合と公社との共通のビジョンおよび事業
コンセプトの採択とともに、公社は、業務上の新
しい戦略目標を採択しました。

戦略的重点は、顧客、持続可能性および資金
調達という3つの重点分野に置かれています。主
要な実績指標に対するフォローアップは2014年
に行われる予定です。

2013年度中の業務に適用された成長性、安
定性および効率性という目標に対するフォロー
アップは、以下に示すとおりです。

成長性目標：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。2013年度末現在、その割合は44％(前年
度：46％)でした。

安定性目標：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。2013年度末現在、これは0.96％(前年
度：0.61％)でした。

効率性目標：2017年度末までに、業務に係る
管理費を貸付高の最大でも0.08％とすることで
す。2013年度、業務に係る管理費は、安定化政策
費用を除き、0.07％(前年度：0.08％)でした。

5年間の要約
72-73頁をご参照下さい。

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。

新しい規制
規制および金融市場参加者についての監督の
欠陥を実証するとになった2008年/2009年の
金融危機の結果として、長期的な世界の金融安
定の確保のために非常に多くの政策が採られて
います。

2009年9月、金融機関の業務について国際
的な規制を強化する措置に関して政治的合意
に達しました。2010年12月に、バーゼル委員会
は、新しい一連の規制、すなわちバーゼルⅢを
発表しました。その後2011年に、欧州委員会が
バーゼルⅢのEUにおける導入方法の提案およ
びその他の多くの変更を発表しました。欧州委
員会の提案は主として、新しい指令(CRD Ⅳ(自
己資本指令Ⅳ))および新しい規則(CRR(自己資
本規則))で構成されます。これら2つの新しい規
制は、2013年6月26日に欧州議会および欧州連
合理事会により採択され、2014年1月1付で施行
されました。

新しい規制は、EU内の金融機関に自己資本
の質の向上と増額を要求するものです。リスク資
産に対する所要自己資本に加えて、資本バッファ
ー(資本保全バッファー、景気変動抑制的なバッ
ファー、システム上重要な機関に対する資本バッ
ファーおよびシステム全体のリスクに対するバッ
ファー)を設けることが必要になりました。EU加
盟国は、これらの資本バッファーのいくつかに関
して独自の決定を行うことができ、またかかる変
更を2019年までに段階的に導入する機会を有
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しています。権限委譲法により、欧州委員会はま
た、EU内外の市場傾向に起因して生じ、かつす
べてのEU加盟国に影響を及ぼす可能性がある
リスクを減殺するために、1年間より厳しい監督
要件を導入することができます。

流動性カバレッジ比率要件により、ストレス
下の30日間における実際のおよびシミュレーシ
ョン上のキャッシュ・アウトフローに対処できる
よう会社が十分な流動資産を保有しなければ
なりません。スウェーデンにおいて、流動性カバ
レッジ比率要件は、2013年1月1日付ですでに
導入されています。同様の規制がEUにおいては
2015年1月1日付で導入が予定されています。そ
れまでは、スウェーデンの規制が適用されます。

上記の流動性カバレッジ比率要件の補完と
して、長期的、構造的な流動性測定も導入されて
いるところです。すなわち、安定調達比率(NSFR)
です。長期の流動性測定の目的は、金融機関が
できる限り長期債務により非流動資産のための
資金を調達することです。目標は、満期をより良
くマッチングさせることでより健全な金融システ
ムに貢献することです。かかる測定は2018年1
月1日付で導入される予定です。EU内で、かかる
報告は2014年1月1日付で開始されました。

さらに、自己資本要件は、デリバティブ契約
を締結するカウンターパーティに対しても導入さ
れているところです。自己資本要件は、デリバティ
ブのカウンターパーティの信用度の将来の変化
に適用されます。かかる信用評価調整リスクは、
信用プロテクションのために使用される信用デ
リバティブを除いて、すべてのOTC（店頭）デリバ
ティブにつき算定されることになります。

リスク・ベースの所要自己資本とともに、非リ
スク資産の所要自己資本の測定が計画されて
います。すなわち、レバレッジ比率です。レバレッ
ジ比率測定は、異なる資産のリスク・ウェート間
で区別はなされませんが、資産および約定にお
けるエクスポージャー総額に対する自己資本の
基本的項目の額にのみ基づきます。レバレッジ
比率の義務化は2018年1月1日付で導入される
予定です。欧州委員会は、2016年10月31日まで
に、欧州議会および欧州連合理事会に対して、と
りわけ、金融機関のリスク・プロファイルを反映
した様々なビジネス・モデルに基づくレバレッジ

比率の水準を提案する報告書を提出することに
なっています。

最後に、規制は、コーポレート・ガバナンスお
よびリスク管理に対しても要求を増加させます。
関係監督当局に与えられる制裁措置の機会が
増加し、制裁金の上限が引き上げられ、自然人
へ制裁金を科すことも可能とされます。またかか
る要求により、職場で犯罪に関して急報する者、
すなわち不正の告発者に対する制度や保護が
導入されます。

公社は、現行および将来の規制に基づく
大部分の要件を満たしています。22-35頁の「
リスクおよび資本の管理」の項をご参照下さ
い。2018年からのEUにおけるレバレッジ比率要
件の導入に関しては未確定な面があります。34-
35頁をご参照下さい。

2014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
流動性の観点から要求が高まっていることに伴
い、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ること
が予想されています。資本市場では、引き続き、
一定の地方自治体当局のために代替の資金調
達源が提供されると予想され、さらに公社のより
高い貸付けの利ざやが需要に影響を及ぼす可
能性があります。しかしながら、公社の貸付けの
増加は2014年度においても引き続き横ばいに
推移すると予想されます。公社にとって課題の1
つは、2017年度末までに最低レバレッジ比率に
ついての将来の要件を達成することであり、かか
る比率の最終的な水準は2016年に発表される
予定です。リスクが低い機関が発行した有価証券
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。
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リスクおよび資本の管理 
2013年度において、リスクの管理における公社の目標、方針または目的に関して重大な変更は生じませ
んでした。様々な種類のリスクに対する公社のエクスポージャーにも大きな変動はありませんでした。

2013年12月31日現在、バーゼルⅡに従い算定
された公社のリスク資産(RWA)は4,558.8百万
クローネ(前年度：5,687.1百万クローネ)でした。
公社は、業務に内在するリスクに対応するため
に十分な自己資本を有しています。コアTier1資
本は1.650.8百万クローネ(前年度：866.3百万
クローネ)で、コアTier1資本比率は37.0％(前年
度：15.2％)でした。Tier1資本も1,650.8百万ク
ローネ(前年度：866.3百万クローネ)で、Tier1資
本比率は37.0％(前年度：15.2％)でした。自己資
本合計は2,650.8百万クローネ(前年度：1,732.6
百万クローネ)で、(バーゼルⅠおよびバーゼル
Ⅱの間の移行規則を考慮しない場合)自己資本
比率は59.5％(前年度：30.4％)でした。資本計画
の最優先事項は、公社が、2018年からEU内で導
入が予定される新しいレバレッジ比率の要件を
満たすことです。

移行規則は、公社の自己資本比率およびそ
の他の資本比率に重大な影響を及ぼしません。

概要
2008年/2009年の金融危機を受けて、世界各
国の当局は、金融システムの安定性および透明
性を確保するために多くの措置を講じてきまし
た。これは、広範な報告要件によるだけでなく、
流動性、自己資本およびOTCデリバティブとオペ
レーショナル・リスクの管理という観点からの新
しい法的要件を通じても行われています。

金融危機が多くの新しい公的要件をもたら
したことに加え、一定の変化が信用市場自体に
おいても生じています。市場参加者の間で、様々
な信用市場間の相違について、また様々な発行
体やかかる発行体が発行した有価証券に関連
する信用リスクおよび流動性リスクについての
認識がさらに高くなっています。これが、価格決
定の差の拡大および個々の有価証券の不安定
性の増大につながっています。

リスク戦略
公社は、スウェーデンのコミューンおよびランス
ティングが行う投資に対する資金調達において
主要な役割を果たしています。公社のリスク管理
は、リスク負担の水準を可能な限り低く抑えて業
務を遂行するよう企図されています。業務では、
地方自治体法に基づき、投機的活動は禁止され
ています。

公社の主な任務は、スウェーデン地方金融協同
組合の組合員および公社から借入れを受けられ
るその他の地方自治体関係者のために安定した
効率の良い借入れを確保することです。これは、
公社自らが国内資本市場および国際資本市場で
資金を調達することにより行われており、顧客の
ニーズに応じて、調達した資金を顧客に貸し付け
ます。リスク管理プロセスの一環として、借入れで
は、貸付けにおけるよりも固定資本が少ないで
す。これは、一定の流動性額が、貸付けの実行を
待つ間、質の高い利付証券で構成される流動性
準備金に投下されていることを意味します。この
ビジネス・モデルは、公社が金融市場に関連する
リスクにさらされていることを意味します。

リスク管理は、公社がa)顧客へ効率の良い
安定した資金調達を提供するという任務および
b)業務上のリスク負担の水準を可能な限り低く
抑えるという持分保有者の要求に対応できる能
力にとって重要な要因です。

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。

リスク管理では第一に、公社は、総リスクを低
減して純リスクとするための様々な手法を適用す
ることを要します。公社は、継続的に総リスクおよ
び純リスクの双方を低減するよう取り組んでいま
す。方法は24頁の表に要約されるとおりです。

資金調達を安定した効率の良いものとする
ためには、公社はいくつかの異なる資金調達市
場で取引を行う必要があります。公社の資金調
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達を支えるため、スウェーデン地方金融協同組
合の組合員のすべてが、公社が締結した約定に
ついて連帯保証の形で明示の保証を与えていま
す。コミューンおよびランスティングのいずれも
破産宣告を受けることはなく、また合併による場
合以外に存在が消滅することもないこと、中央政
府が地方自治体部門の業務に最終的な責任を
負うこと、またコミューンおよびランスティングが
独自に課税権を有していることから、この保証は
とても強いものとみなされています。

様々な市場における借入れは、公社が、例え
ば為替リスク、金利リスクおよびその他の価格リ
スクといった様々な種類のリスクにさられている
ことを意味します。公社は、デリバティブ契約を
用いることにより、かかる市場リスクに対するエ

クスポージャーを最大限ヘッジしています。限定
的なエクスポージャーは、業務をより効率的にす
るという目的で許容されます。

組合員への貸付け、有価証券への投資およ
びデリバティブ契約の締結を行う際、業務に関す
る持分保有者の基本合意に従って、リスク負担
を最小限に抑えなければなりません。かかる活
動には、カウンターパーティがその義務の履行
を行うことができない可能性があるというリスク
が伴います。したがって、公社は、信用度の高い
カウンターパーティのみと取引を行います。公社
が契約を締結するカウンターパーティに対して
は、公社に対する義務が履行可能かについて継
続的にフォローアップします。

新しい規制 

流動性
2013年1月1日より、スウェーデンの金融機関は、関
連する通貨ごとに流動性カバレッジ比率(LCR)を少な
くとも1で維持しなければならなくなっています。流動
性カバレッジ比率は、金融機関がストレスのかかる
状況下にあっても翌30日間の流動性アウトフロー純
額をまかなえるようにするためのものです。

自己資本
2013年6月26日付で、金融機関および証券会社に
対する監督要件に関する欧州議会および理事会規
則(EU)第575/2013号(自己資本規則(CRR))が発表
されました。当該規則は、流動性および所要自己資本
を定めるもので、今後数年にわたり段階的に実施さ
れる予定であり、資本要件および流動性に関する現
行のスウェーデンの規則に取って代わるものです。当
該規則は、EU内の金融機関に対して、報告および金
融機関が潜在的リスクをカバーするために維持する
べき資本および流動性の観点から厳格な要件を課し
ています。

OTCデリバティブの管理
2014年において、OTCデリバティブ、中央清算機関

および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および理
事会の規則(EU)第648/2012号(欧州市場基盤規則
(EMIR))に従い、OTCデリバティブの取扱いに関する新
しい規則が導入される予定です。当該規則は、様々な
関係者間の依存度を低くし、またこれにより、金融危機
の際に金融システム全体にとって重大なリスクである
と判明したOTCデリバティブについて、その市場にお
ける安定性を高めるためのものです。

オペレーショナル・リスク
公社は、スウェーデン金融監督局の監督下にあり、信
用専門会社として、スウェーデン金融監督局の規則を
遵守するよう義務付けられています。2013年におい
て、スウェーデン金融監督局は、2014年に導入が予定
される3つの新しい規則案を発表しました。

・	 金融機関におけるガバナンス、リスク管理体制に
関する規則および一般勧告

・	 ITシステム、データのセキュリティおよび保管シス
テムに関する規則および一般勧告

・	 オペレーショナル・リスクの管理に関する規則およ
び一般勧告
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総エクスポージャー リスク管理 純エクスポージャー 

信用リスク 
信用供与におけるリスク 
組合員およびそれらが持分の過半数を所有す
る関係会社に限り信用供与が行われています。
また地方自治体の団体や連合体に対しても信
用供与を行うことができます。

公社はリスク見直しおよび地方自治体の分析に関
する独自のモデルに従い組合員をフォローアップ
します。毎年、公社の取締役会はすべての組合員
を1つの集団としての限度額を設定します。限度額
は集団としての連結債務純額の最大水準です。地
方自治体の関係会社、団体や連合体に対する貸付
けは、単一または複数の組合員からの保証の裏付
けが必要です。

スウェーデンのコミューンおよびランスティング
は、課税権を有しており、破産宣告を受けること
はありません。地方自治体部門の業務に対して
中央政府が最終的な責任を負っており、地方自
治体部門は適用あるキャピタル・カバレッジ・ル
ール上のリスク・ウェートが0％となっています。
信用供与におけるリスクは非常に低いと評価さ
れます。	

発行体リスク
投資は主に各国政府や政府保証付の発行体に
より発行された有価証券およびカバード・ボンド
に対して行われています。

単一の発行体へのエクスポージャーは20％のリス
ク・ウェートを超えてはなりません。満期は5.5年を
超えてはなりません。発行残高のある発行体はす
べて、年間ベースでかつ必要ある場合にフォローア
ップされます。毎年、公社の取締役会は発行体ごと
に総限度額を設定します。

公社は発行体に高い要求を課しており、その
効果として、信用度が非常に良好な発行体に
対するエクスポージャーの割合が増加してい
ます。発行体リスクは限定的であると考えられ
ます。

カウンターパーティ・リスク
カウンターパーティ・リスクは、市場リスクを低減
するかまたは取り除くという目的でデリバティブ
契約をカウンターパーティと締結する際に生じ
ます。市場価格の変動次第で、この種のデリバテ
ィブ契約はカウンターパーティに対して債権ま
たは債務を生じさせます。

単一のカウンターパーティへのエクスポージャー
は20％のリスク・ウェートを超えてはなりません。
デリバティブのエクスポージャーは、ISDA契約によ
り、またCSAにより最大限、カバーされるものとしま
す。新規のカウンターパーティに契約を移転するコ
ストが差入担保を超過するリスクを軽減するため
の多くの基準に基づき、取引の範囲が制限されて
います。契約残高のあるカウンターパーティはすべ
て、年間ベースでかつ必要ある場合にフォローアッ
プされます。毎年、公社の取締役会はカウンターパ
ーティごとに総限度額を設定します。

CSAにより、債権がCSAで定めたエクスポージ
ャーを超過する場合に公社が担保を受け取り
ます。公社が受け取る担保によりカウンターパ
ーティ・リスクは抑制されています。

市場リスク
公社の業務およびビジネス・モデルは、金利リス
ク、為替リスク、信用市場リスク、信用スプレッド・
リスク、ベーシススワップ・リスク、その他の価格
リスクおよび決済リスクの形で市場リスクが生
じます。

市場リスクは継続的に測定、フォローアップされま
す。大半の金利リスクおよび為替リスクならびにす
べてのその他の価格リスクは、デリバティブ契約を
通じてカウンターパーティ・リスクと交換されます。
信用市場リスクは、負債と資産の間で満期を適切
にマッチングさせたり、資産および負債双方を原資
産の価格変動が過去小さく信用の質が非常に高い
ものとしたりすることにより抑制されています。

公社は資産および/または負債に対する信用
スプレッドの変動ならびにベーシススワップの
変動にさらされています。優れたコーポレート・
ガバナンス体制を通じて、このリスクはコント
ロールされ、許容水準に維持されています。金
利リスクおよび為替リスクに対するエクスポー
ジャーは非常に限定されています。

流動性リスク
流動性リスクは、決済資金を調達する際に非常
に高いコストを負わなければ、公社が満期にそ
の支払義務を履行できないリスクをいいます。

構造的な流動性環境は非常に安定的であり、負債
の満期が資産の満期よりも若干長くなっています。
流動性リスクは、公社がスウェーデン中央銀行の
RIXと呼ばれる資金決済システムの参加者である
ことにより抑制されています。公社はRIXを通じて、
例えば見返り担保貸付を受けることができます。短
期の貸付けまたは資金調達のニーズをまかなうた
め、すぐに利用できる流動性準備金が維持されて
います。	

公社における流動性リスクは非常に限定され
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、すべての業務に存
在し、決して避けることができません。総リスク
は、多額で長期の取引を行う金融業務において
は重要なものです。

業務におけるリスクは、年間を通して特定されま
す。かかる方法には特定されたリスクを管理する手
段を計画することが含まれます。望ましくない事象
についての報告およびフォローアップを可能にす
るための手続きおよびサポートシステムが整備さ
れています。	

優れたガバナンス体制を通じて、オペレーショ
ナル・リスクは制御され、許容水準に維持され
ています。

公社のリスク管理：総リスクから純リスクへの変換
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公社のリスク・プロファイルおよびリスク負担の
許容度についての持分保有者の考えは、持分保
有者指令の形で毎年設定されます。持分保有者
指令に沿い、公社の業務は、限定的なリスクを許
容するだけというよりも、リスク選好度が制限的
であることが特徴です。

ビジネス・モデルに内在するリスクについて、
公社は、2014年度より、許容範囲内にリスクを
抑えるためのリスク選好度を定めることを義務
付けられ、これにより、公社の主な任務の遂行を
確保しています。リスク選好度は、任務の枠組み
内で、取締役会が次の年度において許容する用
意があるリスクの水準および収益の変動として
定義されます。リスク選好度は、定期的に、ただし
少なくとも1年に1回、設定されなければなりませ
ん。リスク選好度の水準は、a)財政状態および成
長目標といった会社固有の要因およびb)同期間
に予想される市況により決定されます。

リスクおよびリスク管理
公社は、金融業務に関連したリスク(総リスク)に
さらされています。かかるリスクは、有効なリスク
管理を用いて管理され、軽減されています。残っ
たリスク(純リスク)は限定的であり、公社の損失
管理能力を考慮しつつ、長期にわたり持続可能
となっています。以下は、公社が定期的に管理
し、評価を行っているリスクの概要です。

信用リスク
信用リスクとは、カウンターパーティが期日にそ
の義務の履行を行うことができないことにより損
失が生じるリスクをいいます。信用リスクは、信
用供与におけるリスク、発行体リスクおよびカウ
ンターパーティ・リスクに分類されます。

2013年12月31日現在、公社の信用リスク・
エクスポージャーの77％(前年度：74％)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23
％(前年度：26％)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であり、デリバテ
ィブのカウンターパーティに対する同エクスポー

ジャーは0％(前年度：0％)でした。信用リスク・エ
クスポージャー総額および純額(担保控除後)の
詳細は注記3に記載されています。

信用供与におけるリスク

公社は、組合員および単一または複数の組合員
が持分の過半数を所有することにより決定的な
影響力を持つ承認された関係会社に限り信用供
与を行っています。地方自治体の関係会社、団体
や連合体に対する貸付けは、単一または複数の
組合員からの保証の裏付けが必要です。組合員
および承認された関係会社は継続的にフォロー
アップされ、会社全体としての観点から評価され
ます。信用供与におけるリスクとは、信用供与先
がその義務を履行できないリスクをいいます。

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。組合員の財政状態の全体像を把握す
るため、定量的リスク価値分析が行われます。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。貸付けは、分析を組
み合わせる形で制限できます。

すべての貸付けが、キャピタル・カバレッジの
観点からリスク・ウェートが0％であるコミューン
およびランスティングに対して行われ、またはす
べての貸付けはコミューンおよびランスティング
により保証が付されていることから、公社の貸付
業務におけるリスクは低いのです。公社は、貸付
けにおいて貸倒損失を被ったことはありません。

2013年度において、上位10の借り手は貸付
けの22％(前年度：23％)を占め、一方、これらの
借り手の総人口は、スウェーデン地方金融協同
組合の組合員である地方自治体当局の総人口
の12％(前年度：13％)に相当します。これらの借
り手は、比較的規模が大きく、成長している地方

信用リスク・
エクスポージャー
2013年12月31日現在

貸付け、リスク・ウェート
     0％ 77％(前年74％)

  流動性準備金、
      リスク・ウェート0％ 13％
     (前年12％)

  流動性準備金、リスク・
 ウェート10％および20％   
　 10％(前年14％)

デリバティブ　0％
(前年0％)

信用の集中－
貸付け別内訳
2013年12月31日現在

 上位10の借り手 22％ 
       (前年23％)

 その他 78％(前年77％)
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自治体であることが特徴であり、重要な業務は
会社形態で行われています。

発行体リスク

公社の流動性準備金は、リスク・ウェートの上限
を20％とする各国政府および金融機関により発
行された有価証券で構成されています。発行体
リスクとは、有価証券の発行体が満期に約定額
の全額を返済できないリスクをいいます。

公社の取締役会は、発行体ごとに総エクス
ポージャーの上限および許容される満期を設定
します。流動性準備金における有価証券の満期
は、カウンターパーティの財務力を評価できる期
間を超えてはならないものとします。投資は、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ます。投資
対象の満期は最長でも5.5年です。

スウェーデン王国(スウェーデン国家)は、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ます。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
適用されます。
カウンターパーティ・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。これが、カウンターパーティ・リスク、すなわ
ち、金融契約上のカウンターパーティが当該契
約に基づく約定を履行できないリスクを生じさ
せます。

公社は、カウンターパーティ・リスクを、a)金
融業界の標準(ISDA契約)に基づき規定される取
決めを要求することにより、およびb)カウンター
パーティと担保契約(以下「CSA」(信用補完契約)
ともいいます。)を締結することにより抑制してい
ます。以下をご参照下さい。

またデリバティブのカウンターパーティに対
するリスク負担は、既存のカウンターパーティの
信用格付がBaa1(ムーディーズ)またはBBB+(ス
タンダード・アンド・プアーズ)より低下した場合、
公社がデリバティブ契約を新規のカウンターパ
ーティに移転する権利を確保することにより抑制
されています。

カウンターパーティの信用格付はまた、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。格付けがAa3/AA-よりも低い

リスク管理－貸付け

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。

リスク・分析部門

信用審査グループ

公社の取締役会
協同組合の理事会

リスク・分析部門

分析・財務委員会

公社の取締役会
協同組合の理事会

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。

基準 組合員レベル 地方自治体部門のフォローアップ

決定

参加組合員としての承認前 継続的な与信の見直し
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場合で、かつカウンターパーティとの間にCSAが
存在しない場合、公社は金利および為替スワッ
プ契約しか締結することが許容されません。

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を含みます。かかるコ
ストは契約ごとに計算され、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
ポ取引に関して市場標準となる契約書を策定す
ることを責務としています。

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
限り担保を受け入れています。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たものです。

2013年度におけるカウンターパーティ・エクスポージャー

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32％(前年度：34％)が、
認められた格付機関の1つから少なくともAa3/
AA-の信用格付を付与されたカウンターパーテ
ィとのものとなっています。2013年12月31日現
在、公社は11億クローネ(前年度：25億クローネ)
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。

2013年度末現在、名目元本金額でみると、
カウンターパーティに対するエクスポージャーの
95％(前年度：94％)がCSAによりカバーされて
いました。

集中リスク

集中リスクとは、a)ある顧客または相互に関連し
た顧客グループに対するエクスポージャーが大
きいこと、およびb)業種や地理的地域といった要
因に関連して不履行が生じる可能性が高いカウ
ンターパーティのグループに対するエクスポー
ジャーが大きいことをいいます。

公社の任務は、組合員および単一または複数
の組合員が持分の過半数を所有することにより
決定的な影響力を持つ承認された関係会社に限
り信用供与を行うことです。地方自治体の関係会
社、団体や連合体に対する貸付けは、単一または
複数の組合員からの保証の裏付けが必要です。
貸付けには集中があることが業務の特徴です。

発行体に対するエクスポージャーには主に、
取締役会が承認したOECD諸国の中から選別さ
れた各国政府および信用度の高い金融機関が
含まれます。エクスポージャーは、国ごとの上限
が適用されます。発行体のグループに対する集
中があります。

カウンターパーティに対するエクスポージャ
ーには、取締役会が承認したOECD諸国の中か
ら選別された金融機関が含まれます。デリバティ
ブのカウンターパーティについて、エクスポージ

デリバティブ債権の
カウンターパーティ別
内訳
2013年12月31日現在

  デリバティブ・プロダク

ト・カンパニー(DPC) 60

％(前年50％)

  銀行(北米) 40％(前年

32％)

銀行(豪州) 0％(前年4％)

銀行(欧州) 0％(前年14％)
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ャーは担保契約を通じて低減されており、担保
契約において承認される担保は各国政府により
発行された金融商品になります。カウンターパー
ティのグループに対する集中があります。

2013年度における事象

2013年度において、カウンターパーティおよび
取引相手国の信用度は、差の拡大が認められま
した。したがって、公社の流動性準備金は主とし
て、AAの水準を上回る、スーペリア(superior)と
される信用格付を有する国およびカウンターパ
ーティに投資されました。価格リスクを抑制する
ために、カウンターパーティおよび国ごとに特定
の満期に制限されています。

市場にはCSAの使用が増加する傾向がみら
れ、CSAにより当事者双方が担保を差し入れま
す。当該年度において、公社の数件のCSAがこの
方向で再交渉されました。

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、守秘義務を課して許容される
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。

市場リスク
市場リスクは、公社の資産および負債の純価額
(総価額)が金融市場におけるリスク要因により
減少するリスクとして定義されます。公社がさら
される市場リスクは、金利リスク、為替リスクおよ
び信用市場リスク、その他の価格リスクおよび清
算リスクに分類されます。 

金利リスク
金利リスクとは、金利動向の変動が公社の資産
および負債の純価額を減少させるリスクをいい
ます。

金利リスクは、金利が資産および負債に対し
て固定されている期間が一致していない結果と
して生じます。公社の任務は、リスクについての
保守的な考え方に対して有効に実施されるべき
ものであるため、リスクはポートフォリオのマッチ
ングを通じて管理されています。これは、金利期

間における小さな一時的差異は、資産および負
債に対して許容されることを意味します。金利リ
スクのリスク選好度は、公社が投資または貸付
けを行う通貨に限り適用されます。

取締役会により設定された上限に従い、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、金利リスクは、最長で連
続3営業日間にわたり最大15百万クローネに相
当するエクスポージャーが許容されます。

2013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-4.7百万クローネ(前年
度：-2.7百万クローネ)でした。エクスポージャー
が負(負の数値)の場合、金利が上昇すれば損失
が生じ、金利が低下すれば利益が生じることを
意味します。エクスポージャーが正(正の数値)の
場合、金利が上昇すれば利益にプラスの影響が
生じ、金利が低下すれば利益にマイナスの影響
が生じることを意味します。

為替リスク
為替リスクとは、為替レートの変動が公社の資産
または負債の純価額(総価額)を減少させるリス
クをいいます。

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をヘッジ
しています。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
ことにより限定的なものとなっています。公社の
為替リスク・エクスポージャーの詳細は、注記3に
示されています。エクスポージャーは、スウェーデ
ン・クローネ高10％で、公社の業績を0.4百万ク
ローネ(前年度：1.2百万クローネ)減少させるこ
とを意味します。
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信用市場リスク
信用市場リスクとは、市場におけるベーシス・ス
プレッドまたは信用市場スプレッドの変動が公
社の資産または負債の純価額(総価額）を減少さ
せるリスクをいいます。

信用市場リスクは主として、資産および負債
の満期が一致していない結果として生じます。ビ
ジネス・モデルは、公社が負債の満期を対応す
る資産の満期よりも長くすることを許容されてい
ることを意味します。逆の不一致、すなわち資産
の満期が負債の満期よりも長いことからは、満期
リスクは生じません。借入れおよび貸付けの間
の満期に生じる不一致は、その他の種類のリス
クを考慮した上、可能な範囲で、投資の満期によ
り相殺されなければなりません。

信用市場リスクは、さらに資産に係る信用ス
プレッド・リスク、自己負債に係る信用スプレッ
ド・リスクおよびベーシススワップ・リスクに分類
できます。資産に係る信用スプレッド・リスクと
は、カウンターパーティの信用スプレッドの変動
が公社の資産額を減少させるリスクをいいます。
自己負債に係る信用スプレッド・リスクとは、公
社の信用スプレッドの変動が公社の負債額を増
加させるリスクをいいます。ベーシススワップ・リ
スクとは、2通貨間のベーシススワップ・スプレッ
ドの変動が通貨関連デリバティブ契約の市場価
値にマイナスの影響を及ぼすリスクをいいます。

2013年12月31日時点における公社の信用
市場リスクは、市場におけるベーシス・スプレッド
および信用市場スプレッドが1ベーシス・ポイン
ト平行移動すると、公社の資産および負債の純
価額が-2.2百万クローネ(前年度：+2.4百万クロ
ーネ)変動することを意味します。

その他の価格リスク
その他の価格リスクとは、株式、株価指数または
原材料指数等の原資産の価格決定状況の変動
が公社の資産または負債の純価額(総価額)に影
響を与えるリスクをいいます。公社は、原資産お

よび当該指数に関連する価格リスクをヘッジす
るためにデリバティブを用います。これは、その
他の価格リスクが生じないことを意味します。

清算リスク(Liquidation risk)
清算リスクとは、利付金融商品または外国為替
の取引のカウンターパーティがその義務を履行
できず、公社が代替の取引を締結するためにコ
ストの増加を負担するリスクをいいます。またカ
ウンターパーティ・リスクを管理する公社のプロ
セス(上記段落をご参照下さい。)には清算リスク
の管理も含まれます。公社は、清算リスクが生じ
た結果の損失を避けられるように積極的に取り
組んでいます。 

流動性リスク
流動性リスクとは、決済資金を調達する際に非
常に高いコストを負わなければ満期に支払義務
を履行できないリスクをいいます。

公社は流動性リスクの管理として、流動性リスク
を高度に制約する対応をとっています。公社は資
金調達を分散し、いくつかの異なる資本市場を
利用しています。これにより、市況が悪化した中
でも、資金調達業務について、新規の貸付け、満
期および借換えを満たすための必要条件を確保
できています。戦略的資金調達プログラムとして
は、公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログ
ラム、米ドル建ベンチマーク債プログラムおよび
ECP(ユーロ・コマーシャル・ペーパー)プログラム
ならびに日本市場における資金調達があります。
公社は、戦略的資金調達プログラムにおいて、引
き続き市場でのプレゼンスを維持しています。

当該年度において、長期および短期双方の
借入れにおいて、良好な流動性を確保しました。
とりわけ、公社は、スウェーデン地方自治体債券
プログラムの枠組み内で数件の発行を行い、ま
た2件の大口のベンチマーク借入を米ドル建で
行いました。

流動性準備金の
投資先国別内訳
2013年12月31日現在

 スウェーデン 52%
       (前年 61%) 

 ドイツ 15% (前年 14%) 
 フィンランド 8% (前年 6%) 
 オランダ 7% (前年 6%) 
  国際機関(EU域内)  6% 
 (前年 2%) 
  デンマーク 4% (前年 5%) 
 豪州 3% (前年 3%) 
 カナダ 2 %(前年 1%) 
 ベルギー 1% (前年 1%) 
 その他 2% (前年 1%) 

流動性準備金の
投資先リスク・ウェート
別内訳
2013年12月31日現在

  リスク・ウェート0％  
57 ％ (前年 45%)
  リスク・ウェート10％  
31 ％ (前年 43%) 
  リスク・ウェート20％  
12 ％ (前年 12%) 
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公社の構造的な流動性環境は安定的であり、負
債の満期は資産の満期よりも長くなっています。
短期流動性リスクは、公社において一定の時間
間隔内に生じうるマイナスのアウトフロー純額の
規模の上限に服しています。短期流動性リスク
は、スウェーデン中央銀行のRIXと呼ばれる資金
決済システムの参加者であることによりさらに限
定されており、公社は同システムを通じて特に見
返り担保貸付を受けることができます。

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額
面価値の少なくとも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、流動性が高
く、その大部分が各国中央銀行によって担保適
格とされた有価証券へ投資されています。

公社の流動性準備金の質が良好であること
は、2013年1月1日より課されている流動性カ
バレッジ比率(以下「LCR」ともいいます。)につい
て、法定要件の1を十分余裕をもって上回ってい
るという事実に反映されています。2013年12月
31日現在、公社の総LCRは5.11、ユーロ建では
468.67、米ドル建では15.44でした。

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。2013年12月31日現在、公社が、通常業務
を継続しつつ、新規の資金調達を行うことなく乗
り切れる期間の見積りは、9.7ヵ月(前年度：9.0ヵ
月)でした。

公社の貸借対照表の構造　2013年12月31日現在

A. 公社の流動性準備金には中央銀行に
担保として差し入れが可能な資産の大部
分が含まれますので、これらは速やかに現
金に転換可能なものです。2013年度末現
在、担保として差し入れ可能な資産の額
は期限前償還可能な借入れ取引の額を
420億クローネ(前年度：80億クローネ)上
回りました。

B.  2013年度末現在、公社の長期借入
は、長期貸付を670億クローネ(前年
度：610億クローネ)上回りました。

資産 負債

A

B

十億クローネ

0

50

100

150

200

250

300

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
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短期借入 ＜1年
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当該年度中、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環
境が示されています。

2013年度における事象
過年度と同様、公社の流動性環境は非常に良好
でした。LCRの基準を満たすとされるため資産の
質に対して厳しい要件が課されるにもかかわら
ず、公社は、当該要件を満たすためにその流動
性戦略を変更することを要しませんでした。

2013年度中、公社は、2014年に導入が予定
される流動性に関する新しいEU規制に備えてき
ました。

オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切または非
機能的な内部プロセスもしくは作業手順、人的ミ
ス、不正確なシステムまたは外部要因(法的リス
クを含みます。)により生じる損失のリスクをいい
ます。

オペレーショナル・リスクは、すべての業務に存
在し、決して避けることができません。総リスク
は、多額で長期の取引を行う金融業務において
は重要なものです。優れたガバナンス体制を通
じて、オペレーショナル・リスクはコントロールさ
れ、許容水準に維持されています。

当該年度において、公社の業務における主
な変更それぞれに関連して、また公社に直接影
響を与えるかまたは外部で発生する重要な事象
に関連して、リスクが継続的に特定されます。リス

ク評価は、特定されたリスクごとに実施されます。
またかかる方法には特定されたリスクを管理す
る手段を計画することが含まれます。

望ましくない事象についての報告およびフォ
ローアップを可能にするための手続きおよびサ
ポートシステムが整備されています。

公社は、オペレーショナル・リスクを、プロセ
ス・リスク、人的リスク、ITおよびシステム・リスク
ならびに外的リスクに分類しています。

プロセス・リスク
このリスクは、内部プロセスおよび手続きが誤っ
ているかまたは不十分である場合に生じます。プ
ロセス・リスクは、定期的に質が確保されている
ことが確認されている内部指示、プロセス説明
書および運営関連文書を活用することにより低
減されます。

人的リスク
このリスクは、人的ミスに起因する欠陥の結果と
して生じます。人的リスクは、いかなる個人にも
1件の取引について一連の事務の初めから終わ
りまでを一人で処理することを認めないことによ
り、また各部署に配属された者が必要な能力お
よび経験を有するようすることにより、低減され
ます。

ITおよびシステム・リスク
このリスクは、欠陥のあるシステムの結果として生
じます。ITおよびシステム・リスクは、IT業界の標
準(ITインフラストラクチャー・ライブラリー(ITIL))
に基づく明確な戦略、十分に機能するバックアッ
プ環境および内部規則により低減されます。

外的リスク
このリスクは、外部事象の結果として生じます。
外的リスクは、コンプライアンス部門が規則の遵
守をフォローアップし、新規則および規則改正に
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伴う修正について助言を行うこと、契約が適式に
締結されること、さらに公社が早い段階で特に外
部犯罪の防止およびサプライヤーのミスの発見
を可能にするプロセスおよび手続きを業務中に
含むことにより、低減されます。

レピュテーション・リスク
レピュテーション・リスクとは、潜在的および既存
の顧客が公社または地方自治体部門全般につ
いての否定的な報道または風評のため公社へ
の信頼を失った場合に、かかる顧客からの収益
が減少するリスクです。レピュテーション・リスク
はまた、潜在的および既存の投資家が公社また
は地方自治体部門全般についての否定的な報
道または風評のため公社への信頼を失った場合
に、借入コストが増加するリスクをいいます。

公社は、メディアのモニタリングを行いなが
ら予防的に取り組み、また、公社についての風評
の可能性をあらかじめ阻止およびこれに対抗す
るために当該分野に深い知識を有する従業員
を擁しています。

事業リスク
事業リスクとは、外部の事業環境(市況、顧客動
向および技術発展を含みます。)における要因が
取引高および利ざやにマイナスの影響を与える
結果として収益が減少するかまたはコストが増
加するリスクをいいます。

公社内のすべての部門は、それぞれの分野
において継続的に外部モニタリングを行いな
がら取り組んでいます。また戦略討論の前に、毎
年、徹底的なメディアのモニタリングを実施する
プロセスが整備されています。

戦略リスク
戦略リスクとは、誤りのあるもしくは誤導された
戦略上の選択やビジネス上の決定、決定事項が
正確に実施されないことまたは社会、規制制度
もしくは金融サービス業界および/または地方自
治体部門の変化に対して感応度が不十分である

ことに起因する損失の長期的リスクをいいます。
公社は、取締役会が設定する戦略目標に対

応するための手続きを定めています。戦略リスク
に対するリスク選好度は、根拠が十分な分析に
基づいて戦略的判断を行うことにより、また戦略
的な決定を取締役会が頻繁に行うことにより限
定的なものとなっています。

残存リスク(Residual risk)
残存リスクとは、公社が採用するリスク評価およ
びリスク低減のための確立された手法が予想より
有効性が低いことが判明するリスクをいいます。

公社は、ミスのリスクを低減するために、リス
ク測定、所要自己資本およびリスク選好度につ
いて、意図して比較的簡単な方法および手法を
採用しています。公社は、すべてのリスクの種類
について、将来予想分析および実績分析の両方
を実施します。内部資本評価報告(ICA　report)
は、公社への影響が予想より大きくならないよう
にするためにネガティブなシナリオを提起してい
ます。

リスク・コントロール
公社のリスク選好度を超えることなく費用対効
果の高い資金調達を提供するために、業務にお
けるリスク管理は、リスクおよびリスクの破壊的
影響を回避および/または抑制するために用い
る予防手段を特徴としています。

公社の最高リスク管理責任者は、公社のリス
クの枠組みについて包括的な責任を負います。
各部門の管理者は、各自の業務分野内でリスク
の管理およびコントロールに責任を負います。公
社の職員は、公社のリスクの枠組みについての
関連知識を持てるように継続的に情報を提供さ
れ、研修が行われます。

将来予想分析および実績分析は、公社がリ
スクを正確に特定、評価および測定できるように
用いられています。 
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リスク管理のための組織および責任
取締役会は、リスク方針およびリスク限度を設定
します。社長は、限度を超えないことに責任を負
い、公社内の業務担当、すなわち資金調達・財務
部門および顧客担当グループに対して、個々の
部門においてはより低い限度を適用することの
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、43-44頁をご参
照下さい。)。

リスク・分析部門は、公社のリスク・コントロ
ール担当であり、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8名の従業員を擁し、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、リスクの報告が正
確になされ、適用ある外部および内部の規則に
従っていること、公社のビジネス・モデルが適正
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、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し調整
する努力を行うことに責任を負います。

信用審査グループは、取締役会または社長
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。リスク・
分析部門からの代表者が上述のグループにおけ
る秘書役となっています。26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。

資本管理
公社の資本計画は、業務におけるリスクおよび
将来の規制要件の双方に対応できるように、業
務のために十分な自己資本を備えることが図ら
れています。業務に内在するリスクに関して、公
社は十分な自己資本を有しています。資本計画
の最優先事項は、公社が、2018年からEU内で導
入が予定される新しいレバレッジ比率要件を満
たすことです。

資本計画および内部資本評価(ICA)
資本計画は毎年、予算プロセスに関連してまた
は別途必要な場合に公社が策定しています。計
画では、翌3年間にわたり自己資本をどの程度向
上する予定であるかが算定されます。計画は、と
りわけ、貸付業務における利ざや、流動性準備
金の運用管理における利ざや、貸付金およびそ
の他の貸借対照表項目に係るコストの傾向や見
通しに関する仮定に基づいています。

信用専門会社である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と
スウェーデン地方金融公社ならびにスウェーデ
ン地方不動産会社で構成される金融グループと
しての会社にとって、資本計画は内部資本評価
の確立における重要な基礎的要素です。資本計
画を支えるにあたり、持分保有者指令では、目的
とするリスク選好度が決定され、資本構造に関し
て明確な目標が設定されています。

バーゼルⅡの第2の柱に従い、金融機関は、
内部資本評価(ICA)のための独自のプロセスを
構築する責任を課されています。これは、金融機
関が、統一的かつ網羅的な方法でリスクを表し、
リスク管理を評価し、またそれらの方法に基づき
所要自己資本を評価しなければならないこと、
および金融機関がスウェーデン金融監督局に対
して分析および結果を報告しなければならない
ことを意味します。2013年度において、ファイナ
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ンス部門が、公社のICAについての責任をリス
ク・分析部門から引き継ぎました。リスク・分析部
門は、例えば適用される査定方法を評価するこ
とにより、ICAに関する質保証を行います。

ICAは機関ごとに固有のものであり、金融機
関の業務とリスク・プロファイルやそれらの範囲
と複雑性を反映したものでなければなりません。
少なくとも1年に1回、金融機関は、リスクに基づ
く所要自己資本総額を評価しなければならず、
また自己資本をその額および構成要素の点で
十分に確保しなければなりません。資本評価は、
金融機関内で文書化し、機関全体に対して説明
されなければなりません。

リスクに焦点をあてた公社の資本計画の重
要な部分は、リスク関連の所要自己資本が様々
な局面において不利な外部の動向によりどのよ
うに影響を受けるかを明らかにするストレス・テ
ストからできています。

公社の資本評価は、公社が現行および将来
の規制(主としてCRR/CRD IV1およびEMIR2)に
基づく大部分の要件を満たしていることを示し
ています。2018年からのEUにおけるレバレッジ
比率要件の導入に関しては未確定な面がありま
す。以下をご参照下さい。

1)   自己資本規則/自己資本指令Ⅳ(Capital Requirement Regulation/Capital 
Requirements Directive IV)、すなわち、金融機関および証券会社についての監
督要件に関する欧州議会および理事会規則(EU)第575/2013号および金融機関
の業務実施への認可および金融機関および証券会社の監督に関する欧州議会
および理事会指令(EU)第2013/36/EU号。

2)  EMIR(欧州市場基盤規則)(European Markets Infrastructure Regulation)。OTC
デリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および
理事会規則(EU)第648/2012号。

自己資本要件
業務に内在するリスクに対して、公社の自己資
本の状況は良好です。2013年12月31日現在
のコアTier1資本は1,650.8百万クローネ(前年

度：866.3百万クローネ)で、コアTier1資本比率
は37.0％(前年度：15.2％)でした。Tier1資本も
1,650.8百万クローネ(前年度：866.3百万クロー
ネ)で、Tier1資本比率は37.0％(前年度：15.2％)
でした。自己資本合計は2,650.8百万クローネ
(前年度：1,732.6百万クローネ)で、(バーゼルⅠ
からバーゼルⅡへの移行規則を考慮していない
場合)自己資本比率は、法定要件が8.0％である
のに対して、59.5％(前年度：30.4％)でした。キャ
ピタル・カバレッジ比率は、法定要件が1.0であ
るのに対して、7.43(前年度：3.80)でした。

移行規則は、公社の自己資本比率およびそ
の他の資本比率に重大な影響を及ぼしません。

将来の規制要件
－レバレッジ比率
2016年12月31日までに欧州委員会から提出
される報告書を受け、欧州連合理事会および
欧州議会がこれについて合意すること条件とし
て、2018年1月1日より新しい自己資本比率測定
方法のレバレッジ比率がEUにおいて導入される
予定です。関係当局へのレバレッジ比率につい
ての報告は、2018年1月1日の当該要件の導入
よりも早く、2014年以後は行わなければなりま
せん。

レバレッジ比率は、金融機関の自己資本の
基本的項目と資産および約定におけるエクスポ
ージャー総額との関係を示す非リスク加重の測
定です。その水準についてはまだ設定されてい
ませんが、欧州連合理事会の発表によれば、金
融機関のビジネス・モデルに応じて区分される
予定です。

公社に対する持分保有者指令は、将来の予
想される要件を満たすために長期的な資本の増
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額を定めています。利益からの継続的な資本の
増額に加えて、2010年には、スウェーデン地方
金融協同組合の組合員に向けた劣後ローンによ
り10億クローネが調達されました。これは募集
額を超えて申込みがあり、すべての組合員が参
加しました。

公社の計画は、継続的な資本の増額により、
レバレッジ比率要件1.5％を達成できることに基
づいています。1.5％を超えるレバレッジ比率が
公社に設定された場合、追加の資本措置が要求
されます。

公社に対するレバレッジ比率が1.5％を超え
た場合、出資に関して追加的な代替手段を講じ
られるように取組みが行われています。スウェー
デン地方金融協同組合の2014年および2015年
の年次総会でa)組合員の出資の仕組みを改革す
る提案およびb)代替の形態での資本化を可能と
するために定款の変更が検討される予定です。

2013年度のレバレッジ比率
レバレッジ比率は、自己資本の基本的項目を資
産および負債におけるエクスポージャー総額で
除したものと定義されます。

貸付ポートフォリオおよび流動性準備金に関
して、エクスポージャーは帳簿価額と同額です。
デリバティブ資産については、エクスポージャー
は、デリバティブのカウンターパーティとの契約
を個別にネッティングする際にエクスポージャ
ーをすべて合算することにより算定されます。か
かるエクスポージャー額は、EUの自己資本規則
(CRR)で定められた標準的手法(市場評価法)に
従い算定される潜在的な将来のエクスポージャ
ー額が加算されます。

またオフバランスシート項目の約定は、約定
が短期決済される可能性に基づく掛け目で算定

されるエクスポージャー額が割り当てられます。
公社について適用される約定は未実行の約定
済貸付金です。

2013年12月31日現在、公社のレバレッジ比
率は0.96％(前年度：0.68％)でした。

レバレッジ比率を算定する際、2010年に公
社へ協同組合により貸し付けられた劣後ローン
10億クローネは、自己資本の基本的項目として
算入されています。しかしながら、当該ローンの
条項によると、今後の規則においては自己資本
の基本的項目として算入できなくなります。当該
劣後ローンを除いた場合のレバレッジ比率は
0.61％(前年度：0.33％)でした。公社は、既存の
劣後ローンを、2017年度末より前に、自己資本
の基本的項目の算入対象となる新規のローンま
たは別の資本形態のものに置き換えることを予
定しています。
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ガバナンス体制

公社は、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、スウェーデンの規制市場
において取引がなされていないため、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。業務の特殊性から、スウェー
デンのコーポレート・ガバナンス規範または地方
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(以下「協同組合」といい

ます。)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、規制市場
での取引のために上場される債券を発行してい
るため、コーポレート・ガバナンス報告書の作成
を法的に義務付けられています。スウェーデンの
コミューンおよびランスティングにより所有され、
公共的な任務を担う会社として、公社にとって優
れたガバナンス体制は極めて重要です。

基本規則
コーポレート・ガバナンスに関して公社が主に適
用しなければならない規則は、会社法および年

 選任  報告

コンプライアンス
部門責任者

一般監査人

最高リスク
管理責任者

公社
内部監査人

外部監査人

社長兼最高経営責任者

スウェーデン地方金融公社の年次総会

スウェーデン地方金融協同組合の年次総会

スウェーデン地方金融協同組合の組合員/持分保有者

資産・負債委員会
(ALCO)

執行役員グループ 信用審査グループ

スウェーデン地方金融協同組合の理事会協同組合
内部監査人

スウェーデン地方金融公社の取締役会

監査委員会

選任委員会
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次会計に関する法律です。
会社法は、会社の組織に関する基本規則を

含みます。基本規則は、年次総会により任命され
る取締役会に対する要件を含みます。同様に、取
締役会は、取締役会の活動を主導する取締役会
会長、取締役会のガイドラインおよび指示に従
い継続的な経営管理に責任を負う社長を任命し
ます。年次総会はまた、業務を監視し、計算書類
を検査する監査人を任命するものとします。

信用専門会社として、公社は、銀行・金融業
法ならびにスウェーデン金融監督局および欧
州連合(EU)内で同局に相当する欧州監督機関
(ESA)により発表される一般勧告および規則を
遵守しなければなりません。

コーポレート・ガバナンスの原則
協同組合の組合員は、スウェーデンのコミューン
およびランスティングです。協同組合は、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
的としている協同事業組織です。

定款により、協同組合は、利潤をあげる目的
で運営することはできません。内部留保を除い
て、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・ガバナンスの柱
となるいくつかの原則を示しています。これら以
外にも、取締役会の正式な作業計画、社長に対
する指示および取締役会により採択されたその
他の内部ガバナンス・ドキュメントがあります。

持分保有者指令
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。また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、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、顧客満足度（借入れによる資金調達
において大部分を占めます。）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、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、携わった仕事お
よびその難易度、責任、学歴要件、従業員の課さ
れた仕事の達成度、および業務上の改善への貢
献の程度を考慮した上で設定されます。

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
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株主および年次総会
協同組合が公社の全株式を保有しており、所
有者として、年次総会において影響力を行使し
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、2013年4月18日に開催さ
れました。

公社の年次総会では、取締役会および社長
が提案した2012年度年次報告書を承認し、取
締役および社長の当該年度についての責任を
解除しました。さらに、年次総会では、取締役会
および社長により提案された利益処分が承認さ
れました。

取締役会の全員が年次総会で再選任されま
した。エレン・ブラムネス・アルヴィドソンが新た
な取締役会会長に選任されました。

また年次総会では、以下を含む事項が決議
されました。
• 上級執行役員への報酬に関するガイドライン
• 持分保有者指令の採択
•  定款の変更
• 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
 

選任委員会
協同組合の会社であるスウェーデン地方金融
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プロセスによって
任命決定の準備を行う最終的な責任を負ってお
り、かかるプロセスにより、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
取締役会は、公社の組織および経営に対して最
終責任を負います。毎年、取締役会は、とりわけ、
取締役会の職務、取締役会への報告、取締役会
会議の回数や定例的な内容、取締役会および社
長の活動についての評価を規定する正式な作
業計画を策定します。

さらに、取締役会は、業務の目標および戦略
を策定し、リスクの特定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
るようにします。取締役会はまた、公社内で作成
すべき報告書について定め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。取締役会全体としては、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
事業の発展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ことを確保する責任
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、取締役会が利益
相反を認識、対処し、また親団体から意見を受
領して取締役会内でこれを伝えることを通例と
するようにしなければなりません。さらに、取締

協同組合が所有する会社の選任委員会 2013年/2014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。
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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ご
と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。

取締役会会長はまた、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
を監視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。

社長兼最高経営責任者
取締役会は、社長兼最高経営責任者に対する
一連の指示を採択しており、かかる指示にはそ
の職務および責任の詳細が規定されています。
社長は、取締役会のガイドラインに従い公社の
継続的な経営を担うものとします。これらは、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、財政状況
および状態を取締役会に報告する際に適切な
システムおよび手続きが整備されていること、業
務が規則を遵守して実施されていること、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を設定することに責任を
負います。

取締役
2013年度中、公社の取締役会は、エレン・ブラ
ムネス・アルヴィドソン(取締役会会長)、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、
ならびに従業員代表のアンダーシュ・ペランダー

で構成されていました。取締役は、40頁に紹介さ
れています。

報酬
スウェーデン地方金融公社の取締役会会長は、
年次総会で決定されたとおり、400,000クローネ

（前年度：400,000クローネ）の2013年度報酬
を受け取りました。その他の取締役は、年次総
会で決定されたとおり、100,000クローネの固
定報酬および会議1回当たり10,000クローネの
変動報酬を受け取りました。報酬全体について
は41頁の表に詳細が記載されています。取締役
に対して支払われた報酬総額は、2013年度は
1,400,000クローネ（前年度：1,505,000クロー
ネ）に上りました。

2013年度における取締役会の活動
2013年度において、取締役会は、定例の取締役会を7回（前年度：8回）、臨時の取締役

会を2回(前年度：0回)、また取締役会初会合を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)、CRR/CRD Ⅳ(自己資本規則/自己資本指令Ⅳ)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上限

• 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
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エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
フィナンス・ノリェ（ノルウェー）国際調整担当
ディレクター
選任：2003年より取締役、2006年より2013
年まで取締役会副会長、2013年より取締役
会会長
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
前職：スウェーデン保険協会チーフ・エコノミ
スト、財務省次官および一等書記官

カタリーナ・ラーゲルスタム 
独立コンサルタント兼専門家委員会委員
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
前職：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
その他の職務：Erik Penser銀行株式会社、ICA 
Banken AB、Landshypotek AB、リテール・フ
ァイナンス・ヨーロッパ、役員会アカデミー、
ストックホルム部において取締役、フランス
語学校財団副理事、スウェーデン軍監視委員
会メンバー

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
前職：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
その他の職務：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

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
前職：Förvaltnings AB Framtiden最高経営責
任者、Riksbyggen取締役
その他の職務：チャルマース工科大学財団法
人、北欧住宅組織(NBO)、Cecodhas Housing 
EuropeおよびAB Järntorgskvarteretにおい
て理事長、Fastigo取締役

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）
前職：財務省財務局
その他の職務：北欧資本市場評議会理事、Tre 
Smeder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 

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
前職：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
その他の職務：VänerhamnAB副会長、 Sand-
grund 不動産株式会社会長、Karlstads Stadshus 
larger 1 AB取締役

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
前職：SASグループ上席副社長兼最高財務責
任者、SASグループにおいてグループ・ファイ
ナンス担当副社長、Svensk Exportkredit AB
財務担当者
その他の職務：SPP Fonder AB会長

アンダーシュ・ペランダー
従業員代表
選任：2012年より取締役
学歴：ウプサラ大学数学博士
公社での役職：金融アナリスト
前職：スウェーデン地方金融公社 市場リスク・
アナリスト、ナルビーク大学講師

スウェーデン地方金融公社の
取締役会
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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1年
に2回は会合を行います。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
業務担当先には、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、サーラ貯蓄銀行(Sala Sparbank)および
ノーベル財団(Nobelstiftelsen)が含まれます。

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開始
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）

スウェーデン地方金融公社において外部監査人として任命されている

のと同一の監査法人が、スウェーデン地方金融協同組合においても外部

監査人として任命されています。スウェーデン地方金融公社において一

般監査人として任命されているのと同一の一般監査人が、スウェーデン

地方金融協同組合においても一般監査人として任命されています。目的

は、Kommuninvestグループについて、より効率的な監査を受けることです。

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 2013年度 1 報酬 2013年度 (クローネ) 報酬 2012年度 (クローネ)

現任取締役

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 独立 11回(11回中) 400,000 225,000

ローレンツ・アンダーション 独立 11回(11回中) 175,000 155,000

クート・エリアソン 独立 9回(11回中) 160,000 135,000

アンナ・フォン・クノーリング 独立 10回(11回中) 165,000 135,000

カタリーナ・ラーゲルスタム 独立 8回(11回中) 150,000 145,000

アンナ・サンドボリィ 独立 11回(11回中) 175,000 155,000

ヨハン・トーングレン 独立 11回(11回中) 175,000 155,000

アンダーシュ・ペランダー 従業員代表 11回(11回中) 報酬を受けていません。

ビヨルン・ボルジュソン2 独立 0 400,000

1) 2013年度の報酬は、取締役会会議10回およびスウェーデン地方金融協同組合との会合1回に対してです。

2) ビヨルン・ボルジュソンは、2012年12月4日付で取締役兼会長職を辞任しました。

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
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スウェーデン地方金融公社の執行役員
社長兼最高経営責任者は、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。取締役会および社長の職務
分担規定が明文化されています。

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。

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。2013年度中、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)、ハンス・ヴェリヤメッツ(最高業務責任者
(COO))、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(最高リスク管理責任者)
で構成されていました。

ハンス・ヴェリヤメッツは、2013年2月1日付
で最高業務責任者の役職に任命され、同日より
執行役員グループのメンバーとなりました。同日
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執行役員グループの一員と
なっていました。

トーマス・ヴェーングレン、社長
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
前職：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

前職：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
前職: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
前職: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 エコノミストほか
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）
前職：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

ハンス・ヴェリヤメッツ、最高業務責任者
学歴：ストックホルム商科大学経営管理学士
前職：BNPパリバ・フォルティス部門シニア・リレーションシップ・
マネージャー、PWCストラクチャード・ファイナンス担当ディレクタ
ー、フィリップス・リーシングGmbH最高経営責任者ほか
誕生年：1957年

執行役員グループ

報酬(単位：クローネ)―スウェーデン地方金融公社の執行役員

氏名 年度 基本給 諸手当
  

変動報酬
  

年金費用 合計

トーマス・ヴェーングレン 2013年 2,890,263 85,644  – 803,927 3,779,834

2012年 2,707,746 78,600  – 819,650 3,605,996

マリア・ビームネ 2013年 1,835,511 560  – 424,399 2,260,470

2012年 1,830,148 160  – 417,502 2,247,810

その他の執行役員 2013年 3,751,663 14,728  – 1,329,544 5,095,935

2012年 4,251,352 7,699  – 966,307 5,225,358
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取締役会は、業務、内部ガバナンスおよび内部
統制全般に対する責任を負っています。取締役
会は、業務上のガバナンス体制の方針を承認し、
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
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
いており、財務報告におけるリスクがその一要素
です。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、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。

統制環境
リスクを管理するためには、明確なリーダーシッ
プおよび効率的な業務体制が必要です。かかる
目的のため、その他いくつかのガバナンス・ドキ
ュメントに加え、業務上のガバナンス体制の方針
が存在します。

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
にフォローアップされるよう遵守することを必要
とします。

統制活動
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、年次計算書類および関
連報告書の処理ならびに税務問題の管理に責任
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、会計規則の正確な適用ができるよ
うに会計グループとともにこれを処理します。

情報・通信
公社は社内向のウェブサイトを持ち、同サイト
で方針、指示およびその他のガバナンス・ドキ
ュメントが閲覧可能です。また、執行役員グルー
プ、ALCOグループおよび信用審査グループから
の業務報告や議事録等の業務に関するその他
重要な情報についても同サイトで閲覧可能です。

監督
公社の業務についてのフォローアップおよび統
制は3つの防衛ラインを含みます。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

財務報告に関する
内部統制についての
取締役会の報告 
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よび管理することに割り振られます。また第1の
防衛ラインには、ミドルオフィスが含まれます。

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。監督により、財務報告におけ
る完全性および正確性が促進されます。

第3の防衛ラインは内部監査部門です。同部
門は、とりわけ、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。

リスク・コントロール担当
公社のリスク・コントロール担当であるリスク・分
析部門は、グループ全体のリスクの制御(コント
ロール)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。リスク・コントロー
ル担当の組織と活動の詳細については、32-33
頁に記載されています。この担当は、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・コントロールの問題に関して定期的に最新情
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、事業運営から
は独立しています。継続的な事業運営に頻繁に
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の管理者は、社長
によって選任され、取締役会会議ごとに報告を
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され
ます。

コンプライアンス担当は、公社における規則の
適切な遵守を確保し、これを促進するために積
極的に取り組みます。同担当は、積極的に業務活
動を支援し、さらに業務が外部および内部の規
則に従い実施され、また顧客、組合員および金
融市場におけるその他の利害関係者の中で公
社への信頼が高まるような方法で実施されるよ
う執行役員を支援しています。これには、研修お
よび監督当局との連絡が含まれます。コンプライ
アンス担当はまた、取締役会のレベルで、内部規
則の改定を確保、評価すること、公社の業務へそ
れらを確実に適用することに責任を負います。コ
ンプライアンス担当は、かかる内部規則を毎年
評価し、該当する文書に責任を負う者に改善の
提案を提出しなければなりません。基本的に、コ
ンプライアンスは、公社内の全員の責任です。中
心となるコンプライアンス担当部門が設置され
たことで、従業員が、業務に適用される内部およ
び外部の規則を遵守する各自の責任を免除され
ることはありません。

内部監査
内部監査は、独立した公正な安全装置であり、組
織に付加価値をもたらしそ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
行う独立した審査を担当しています。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
長の意図に従って確実に運営されていることに
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業務
に関する計画を策定します。社長は、内部監査担
当の報告書を受けて、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 2013年 2012年

利息収益 4,571.2 6,046.2

利息費用 –3,601.7 –5,274.5

純利息収益 4 969.5 771.7
支払手数料 5 –5.6 –8.5

金融取引純利益 6 38.7 –267.1

その他営業収益 7 0.2 4.6

営業収益合計 1,002.8 500.7

一般管理費 8 –239.3 –244.0

有形固定資産減価償却費 18 –2.4 –2.7

その他営業費用 9 –3.5 –5.0

費用合計 –245.2 –251.7

営業利益 757.6 249.1
処分 10 – 204.0

税金費用 11 –166.9 –132.5

当期利益 590.7 320.6

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 2013年 2012年

当期利益 590.7 320.6

その他包括利益
その後に損益計算書に振り替えられる可能性のある項目

売却可能金融資産 –8.3 125.3

損益計算書に振り替えられた売却可能金融資産 1.0 24.4

貸付金および債権 – –1.2

その後に損益計算書に振り替えられる可能性のある項目に関連する公租公課 11 1.6 –37.9

その他包括利益 –5.7 110.6
包括利益合計 585.0 431.2
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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 2013年 2012年

資産
担保適格国債 12 14,626.2 11,160.8

金融機関に対する貸付金 3 2,822.2 15,618.6

貸付金 3, 13 208,644.0 200,950.7

債券およびその他利付証券 14 44,932.9 44,293.7

株式および出資持分 15 2.1 1.7

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 32.0

デリバティブ 3, 27 6,235.8 11,057.4

有形資産 18 4.6 5.6

当期税金資産 11 79.0 79.0

その他資産 14.2 14.1

繰延税金資産 11 54.6 56.8

前払費用および未収収益 10.6 12.7

資産合計 277,458.7 283,283.6

負債、引当金および資本
金融機関に対する負債 3 4,352.0 5,610.4

有価証券 3 256,258.7 257,257.3

デリバティブ 3, 27 13,231.8 17,517.2

その他負債 19 764.6 818.4

未払費用および前受収益 20 121.4 125.2

引当金 21 2.5 2.1

劣後債務 22 1,000.1 1,000.3

負債および引当金合計 275,731.1 282,330.9

資本 1,727.6 952.7
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13,963,850株および6,083,850株) 1,396.4 608.4

 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0株および200,000株) – 20.0

 法定準備金 17.5 17.5

非制限資本
 公正価値準備金 17.3 23.0

 繰越利益 –294.3 –36.8

 当期利益 590.7 320.6

資本合計 1,727.6 952.7
負債、引当金および資本合計 277,458.7 283,283.6

備忘項目
担保提供 23 22,954.3 22,442.3

偶発債務 なし なし

債務
未実行の約定済貸付金 3,480.0 2,876.4
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資本変動表
制限資本 非制限資本 資本合計

(単位：百万クローネ)
  

株式資本 
法定

準備金
公正価値  

準備金1

 繰越利益 
/損失  当期利益

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

株主との取引*
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

株主との取引*合計 336.0 0.0 0.0 –228.3 –300.6 –192.9

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

2013年1月1日現在の前期繰越資本 628.4 17.5 23.0 –36.8 320.6 952.7

当期利益 590.7 590.7

その他包括利益2 –5.7 –5.7

株主との取引*
余剰金処分 320.6 –320.6 0.0

新株発行 768.0 768.0

グループ補助金 –741.1 –741.1

グループ補助金に関する税効果 163.0 163.0

株主との取引*合計 768.0 0.0 0.0 –257.5 –320.6 189.9

2013年12月31日現在の次期繰越資本 1,396.4 17.5 17.3 –294.3 590.7 1,727.6

2012年 2013年

1) 公正価値準備金は以下で構成されています。 

     - 売却可能金融資産 23.0 17.3

2) その他包括利益 

     46頁の包括利益計算書をご参照下さい。
* スウェーデン地方金融協同組合との取引
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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) 2013年 2012年

営業活動
営業利益 757.6 249.1

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 –15.4 262.2

税金の支払 –0.6 –0.6

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 741.6 510.7
利付証券の増減 –11,840.9 –4,561.7

貸付金の増減 –8,741.7 –32,299.7

その他資産の増減 2.1 23.4

その他負債の増減 7.1 –45.4

営業活動からのキャッシュ・フロー –19,831.8 –36,372.7

投資活動
子会社の取得 – –32.0

有形資産の取得 –1.6 –1.6

有形資産の処分 0.4 –

投資活動からのキャッシュ・フロー –1.2 –33.6

財務活動
利付証券の発行 126,416.0 163,834.8

利付証券の償還 –119,342.0 –113,585.4

新株発行 768.0 336.0

グループ補助金の支払 –805.3 –295.0

財務活動からのキャッシュ・フロー 7,036.7 50,290.4

当期のキャッシュ・フロー –12,796.3 13,884.1

期首現金および現金同等物残高 15,618.6 1,734.5

期末現金および現金同等物残高 2,822.3 15,618.6

現金および現金同等物には、取得から3ヵ月以内に満期が到来し、価値変動についてわずかなリスクしか負わない、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 2.4 2.7

有形資産の処分による利益 –0.2 –

金融資産の増減による為替レート差額 0.0 –1.4

未実現の市場価値変動 –17.6 260.9

合計 –15.4 262.2

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 4,379.3 5,777.8

支払利息 –3,481.0 –5,000.0
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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。

	  スウェーデン地方金融公社に   
注記 1　   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2013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、2014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、2014年4月
10日の年次総会での承認を受けるものとします。

注記	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)および解釈指針には、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日以降、スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方
不動産会社(Kommuninvest Fastighets AB)を所有しており、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。
財政状態および利益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、スウェーデン地方金融公
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、親団体であるスウェーデン地方金融協同組
合により作成されており、ホームページwww.kommuninvest.se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

IAS(国際会計基準)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、ⅰ)損益計算書に振り替えられる可能性のある項目、および

ⅱ)損益計算書に振り替えられることのない項目の2つの分類に分けら
れます。その他包括利益において、公社は、損益計算書に振り替えられ
る可能性のある項目のみを有しています。かかる改正は表示のみに影
響を及ぼすもので、利益または財政状態には影響を及ぼしていません。

IFRS第7号「金融商品：開示」
改正により、貸借対照表において相殺の対象であるか、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金融資産および金融負債
についての詳細が開示されなければなりません。かかる改正により開
示要件が増加しました。

IFRS第13号「公正価値測定」
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、公正価値測定の適用の時期ではなく、
その方法を定めるものです。基準は、公社による公正価値測定方法の
変更を伴いませんでした。かかる基準により開示要件が増加しました。

IASB(国際会計基準審議会)による新基準および改正基準ならびに

IFRIC(国際財務報告解釈指針委員会)による解釈指針
2013年度の後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。

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。公社の評価では、かかる改正は公社
の利益または財政状態に影響を及ぼしません。

IFRS第9号「金融商品」
基準が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IASBの計画は、分類お
よび測定、減損ならびにヘッジ会計という3つの部に分けられています。
現時点で、IASBは、分類および測定とヘッジ会計の各フェーズを発表し
ています。プロジェクトの残りのフェーズはまだ審議、検討中です。2013
年において、IASBは、IFRS第9号プロジェクトのすべてのフェーズが完成
するまで、施行日の発表を延期することを決定しました。

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3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、損益計算書または包括利益計算書を通じて公正価値または
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。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、公正価値変動は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
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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。かかる負債における価値変動は、自らの信用度に起因する変動お
よびその他の要因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。

IFRIC第21号「賦課金」
この解釈指針は、「賦課金」に関して、どの時点で負債を認識するかを
明確にしています。「賦課金」は、法規制に従い、中央政府当局または同
等の機関が会社に課す手数料(fee)/公租公課ですが、法人税、課徴金
や罰金は適用範囲外です。解釈指針では、ある事象が生じた結果とし
て会社に手数料支払義務が発生した時点で負債が認識されると規定
されています。そのような義務を負う事象が継続的に生じる場合、負債
は徐々に認識されます。義務が生じるには一定の最低基準値を達成し
なければならない場合、負債は当該基準値に達するまで認識されませ
ん。解釈指針は、2014年1月1日以後に開始する会計年度に適用され
ます。解釈指針は、EUによりまだ承認されていません。解釈指針は、安
定化政策費用に関連して公社に適用される可能性があると予想されま
す。

2013年度の後に有効となったその他の基準および解釈指針は、
公社の財政状態、利益または開示要件に重大な影響を及ぼすかにつ
いて、評価は行われていません。

重要な判断および仮定
年次報告書の作成には、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26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。

財務書類は発生主義原価ベースで作成されますが、発生主義原
価の代わりに公正価値で認識される公社の金融資産および金融負債
の重要な部分は対象外であり、それらはヘッジ会計の対象であるリス
クに関連して公正価値への修正がなされます。詳細については、「金
融商品」の項および注記26をご参照下さい。

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

利息収益および利息費用は、有効な利息法を適用し、算定、計上され
ます。

2012年9月以降、資産のヘッジを図るために用いたデリバティブ
に関する利息収益および利息費用は、利息収益として認識されます。
負債のヘッジを図るために用いたデリバティブに関する利息収益お
よび利息費用は、利息収益として認識されます。従前は、デリバティブ
に関するすべての利息収益および費用は利息費用として認識されて
いました。新しい原則に対する比較数値の算定は完了していません。

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

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。詳
細については、注記26をご参照下さい。

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、公社が金融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、
または公社が契約上の権利に対する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、当該金額につき相殺適格で、かつ純額
で項目の調整を図る意向であるか、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。
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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。

金融商品の分類および測定
金融商品は当初、取引費用を考慮した公正価値で測定されますが、損
益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債の分類に
含まれる資産および負債は対象外で、取引費用を考慮することなく公
正価値で測定されます。

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るが、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。

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。これは金融機関に対する貸付金お
よび一定のその他の貸付金を含んでいます。

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。

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スワップおよび通貨スワップを利用してお
り、資産/負債は、金融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。

金融商品の貸倒損失および評価減
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、破産宣告を受けることはあ
りません。その他いかなる方法によっても存在が消滅することもありま
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、政府の黙
示的な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測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、資産の予測され
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。
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有形固定資産の認識値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値との差異
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
びその他の社会保障費用を含む人件費が含まれています。一般管理費
に含まれるその他の費用は、安定化政策費用、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、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。

その他営業費用
その他営業費用は主として、マーケティングおよび保険に係る費用を含
みます。

リース
すべてのリース契約は、オペレーティング・リースに関するものです。リ
ース料は、リース契約の残存期間にわたり定額法で、リース期間全体に
わたって、認識されます。

公租公課
税金費用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、親団体へ支払ったグループ補助金を直接資本の部で認識して
います。

キャッシュ・フロー計算書
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。

セグメント情報
スウェーデン地方金融公社は、組合員に対する貸付けというセグメント
が1つのみであるため、セグメント情報は作成しません。すべての業務
はスウェーデンにおいて行われており、すべての顧客はスウェーデンに
所在しています。スウェーデン地方金融公社では、利益全体の10％以
上にあたる単一の顧客はありません。
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注記	3 金融リスク

リスク管理に関する情報については、22-35頁をご参照下さい。

信用リスク・エクスポージャー

2013年

信用リスク・
エクスポージャー

総額(評価減前) 
評価減/
引当金

  

認識値
  

担保の価値 

担保控除後の
信用リスク・

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 208,644.0 – 208,644.0 – 208,644.0
合計 208,644.0 – 208,644.0 – 208,644.0

有価証券
国債およびその他公的機関によるもの 
 – AAA 10,715.3 – 10,715.3 – 10,715.3
 – AA 3,910.9 – 3,910.9 – 3,910.9
– 無格付 – – – – 0.0
その他の発行体によるもの
 – AAA 35,015.4 – 35,015.4 – 35,015.4
 – AA 9,547.5 – 9,547.5 661.2 8,886.3
 – A 1,072.4 – 1,072.4 26.2 1,046.2
 – BBB 2,119.9 – 2,119.9 2,109.5 10.4
合計 62,381.4 – 62,381.4 2,796.9 59,584.4

デリバティブ
 – AA 2,297.5 – 2,297.5 18.9 2,278.6
 – A 3,379.3 – 3,379.3 1,064.8 2,314.5
 – BBB 559.0 – 559.0 – 559.0
合計 6,235.8 – 6,235.8 1,083.7 5,152.1

債務
地方自治体の保証に対する未実行の約定済貸付金 3,480.0 – 3,480.0 – 3,480.0
合計 3,480.0 – 3,480.0 – 3,480.0

信用リスク・エクスポージャー総額 280,741.2 – 280,741.2 3,880.6 276,860.5

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BBBを有する有価証券は、ダンスク・バンク(Danske Bank)への担保付貸付に関連するもので
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。格付けBBBのデリバティブは、ダンスク・バンク、AEGおよびモルガン・スタンレーに関連するものです。

2012年

信用リスク・
エクスポージャー総額

(評価減前)
評価減/
引当金

  

認識値 担保の価値  

担保控除後の
信用リスク・

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

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・バンクへの担保付貸付に関連するものです。無格付の有価証券は、ウーメオ・コミューンに関連するものです。格付けBBBのデリバティブは、ダンスク・バンクに関連するものです。
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注記3続き

償還情報 1

2013年 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
3ヵ月以下 

残存期間  
3ヵ月超

1年以下

残存期間  
1年超  

5年以下

  
残存期間  

5年超
期間が

ないもの 合計
資産
担保適格国債 – 5,604.6 3,020.1 5,885.5 – – 14,510.2

金融機関に対する貸付金 – 2,703.0 – – – – 2,703.0

貸付金 – 46,398.5 33,317.2 111,522.2 15,398.8 – 206,636.7

債券およびその他
利付証券 – 3,843.5 7,056.3 32,637.9 469.6 – 44,007.3

デリバティブ – 41,822.5 60,990.3 296,482.2 32,353.1 – 431,648.1

その他資産項目 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 – 100,372.1 104,383.9 446,527.8 48,221.5 197.6 699,702.9

負債
金融機関に対する負債 – 1,624.4 – 1,874.2 678.8 – 4,177.4

有価証券 – 24,984.1 52,076.1 155,389.9 21,031.3 – 253,481.4

デリバティブ – 43,043.9 62,277.6 299,961.0 33,145.4 – 438,427.9

その他負債 – – – – – 888.6 888.6

劣後債務 – – – – 1,000.0 – 1,000.0

資本 – – – – – 1,727.7 1,727.7

負債および資本合計 – 69,652.4 114,353.7 457,225.1 55,855.5 2,616.3 699,702.9
純額 – 30,719.7 –9,969.8 –10,697.3 –7,634.0 –2,418.7 0.0

未実行の約定済貸付金 3,480.0 – – – – – –

2012年 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
3ヵ月以下 

残存期間  
3ヵ月超

1年以下

残存期間  
1年超  

5年以下

  
残存期間  

5年超
期間が

ないもの 合計
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 – – – – – –

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。
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注記3続き

償還情報

2013年 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
3ヵ月以下 

残存期間  

3ヵ月超
1年以下

残存期間  

1年超
5年以下

  

残存期間  
5年超

  

期間が
ないもの

認識値
合計

資産
担保適格国債 – 5,613.2 3,094.1 5,918.9 – – 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – 2,822.2 – – – – 2,822.2

貸付金 – 46,570.5 33,528.4 113,121.8 15,423.3 – 208,644.0

債券およびその他
利付証券 – 3,848.7 7,143.4 33,459.6 481.2 – 44,932.9

デリバティブ – 507.7 681.4 4,383.7 663.0 – 6,235.8

その他資産項目 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 – 59,362.3 44,447.3 156,884.0 16,567.5 197.6 277,458.7

負債
金融機関に対する負債 – 1,624.9 – 1,989.8 737.3 – 4,352.0

有価証券 – 24,854.7 52,370.0 157,637.9 21,396.1 – 256,258.7

デリバティブ – 1,956.8 2,033.7 7,991.0 1,250.3 – 13,231.8

その他負債 – – – – – 888.5 888.5

劣後債務 – – – – 1,000.1 – 1,000.1

資本 – – – – – 1,727.6 1,727.6

負債および資本合計 – 28,436.4 54,403.7 167,618.7 24,383.8 2,616.1 277,458.7
差異合計 – 30,926.2 –9,956.5 –10,734.7 –7,816.3 –2,418.7 0.0

未実行の約定済貸付金 3,480.0 – – – – – –

2012年 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
3ヵ月以下 

残存期間  

3ヵ月超
1年以下

残存期間  

1年超
5年以下

  

残存期間  
5年超

  

期間が
ないもの

認識値
合計

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 – – – – – –
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注記3続き

金利固定期間、金利エクスポージャー

2013年 名目キャッシュ・フロー

資産および負債に伴う金利固定期間
-金利エクスポージャー

残存期間
3ヵ月以下

残存期間  

3ヵ月超
1年以下

残存期間  

1年超
5年以下

残存期間  

5年超
10年以下

残存期間  

10年超
利息が

付かないもの 合計
資産
担保適格国債 6,981.0 2,920.0 4,609.2 – – – 14,510.2

金融機関に対する貸付金 2,703.0 – – – – – 2,703.0

貸付金 115,239.5 12,938.7 65,404.3 12,705.2 349.0 – 206,636.7

債券およびその他
利付証券 13,064.1 4,234.8 26,238.8 469.6 – – 44,007.3

デリバティブ 266,617.3 26,896.6 122,727.7 14,233.0 1,173.6 – 431,648.1

その他資産 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 404,604.9 46,990.0 218,980.1 27,407.7 1,522.6 197.6 699,703.0

負債および資本
金融機関に対する負債 2,586.0 – 1,413.3 – 178.2 – 4,177.4

有価証券 78,410.9 30,250.7 126,792.8 17,031.5 995.5 – 253,481.4

デリバティブ 317,249.3 18,996.6 91,456.8 10,376.2 349.0 – 438,427.9

その他負債 – – – – – 888.6 888.6

劣後債務 1,000.0 – – – – – 1,000.0

資本 – – – – – 1,727.7 1,727.7

負債および資本合計 399,246.1 49,247.3 219,662.9 27,407.7 1,522.6 2,616.3 699,703.0

純額 5,358.8 –2,257.3 –682.8 0.0 0.0 –2,418.7 0.0

2012年 名目キャッシュ・フロー

資産および負債に伴う金利固定期間
-金利エクスポージャー

残存期間
3ヵ月以下

残存期間  

3ヵ月超
1年以下

残存期間  

1年超
5年以下

残存期間  

5年超
10年以下

残存期間  

10年超
利息が

付かないもの 合計
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

負債および資本
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

純額 12,053.1 –9,299.7 –1,057.1 –0.2 0.0 –1,696.1 0.0
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為替リスク1

2013年 認識値
主要外貨建の資産
および負債 

スウェーデン
・クローネ ユーロ 米ドル 日本円 英ポンド

その他の
通貨

公正価値
調整 合計

資産
金融機関に対する貸付金 2,807.4 10.5 4.2 –0.1 0.1 0.1 – 2,822.2

貸付金 207,657.2 – – – – – 986.8 208,644.0

利付証券 29,659.8 10,946.3 18,450.1 – – – 502.8 59,559.1

株式および出資持分 34.6 – – – – – – 34.6

デリバティブ – – – – – – 6,235.8 6,235.8

その他資産 108.4 0.0 0.0 0.0 – – 54.6 163.0

資産合計 240,267.5 10,956.8 18,454.3 –0.1 0.1 0.1 7,780.0 277,458.7

負債
金融機関に対する負債 1,625.0 1,140.9 – 1,422.5 – – 163.6 4,352.0

有価証券 100,183.7 3,524.0 108,756.4 15,664.0 4,053.0 22,942.7 1,134.9 256,258.7

デリバティブ 134,655.9 6,291.8 –90,306.5 –17,086.9 –4,053.0 –22,944.5 6,675.0 13,231.8

劣後債務 1,000.1 – – – – – – 1,000.1

その他負債(資本を含む) 2,806.5 0.0 1.0 0.4 0.0 1.7 –193.5 2,616.1

負債および資本合計 240,271.2 10,956.7 18,450.9 0.0 0.0 –0.1 7,780.0 277,458.7

資産および負債の差異 –3.7 0.1 3.4 –0.1 0.1 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) – 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 –

2012年 認識値
主要外貨建の資産
および負債 

スウェーデン
・クローネ ユーロ 米ドル 日本円 英ポンド

その他の
通貨

公正価値
調整 合計

資産
金融機関に対する貸付金 15,616.0 2.6 – –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 – 0.1 – – – 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 – – – – – –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 – –

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。

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

注記3続き
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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、2013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 4,352.0

有価証券 256,258.7

借入金合計 260,610.7

負債(約定文書に従ったもの)

貸し出された借入金(1) 198,229.4

貸し出されていない借入金(2) 62,381.3

借入金合計 260,610.7

その他負債(2) 888.6

デリバティブ* (貸し出された借入金に関連するもの)(1) 7,902.5

負債/約定合計 269,401.7

資産(約定文書に従ったもの)

貸し出された借入金(1)　注記13参照 208,644.1

貸し出されていない借入金(2)　注記3、12、14参照 62,381.3

その他資産(2) 197.6

デリバティブ* (貸し出された借入金に関連するもの)(1) 115.2

資産合計 271,338.2

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に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。2013年12月31日現在、受領した担保は3,881百万クローネ(前
年度：18,413百万クローネ)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、54頁の注記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。

注記 4 純利息収益

利息収益 2013年 2012年

金融機関に対する貸付金の利息収益 0.0 6.8

貸付金の利息収益 3,791.2 4,929.8

利付証券の利息収益 778.1 1,109.0

その他 1.9 0.6

合計 4,571.2 6,046.2
うち、損益計算書を通じて
公正価値で測定されない
金融項目の利息収益 3,261.0 3,748.4

利息費用

金融機関に対する負債の利息費用 0.4 0.0

利付証券の利息費用 3,577.1 5,254.7

その他 24.2 19.8

合計 3,601.7 5,274.5
うち、損益計算書を通じて
公正価値で測定されない
金融項目の利息費用 3,373.3 2,682.2

純利息収益合計 969.5 771.7

注記 5 支払手数料

2013年 2012年

代理人支払手数料 2.2 1.3

有価証券仲介手数料 3.2 6.7

その他手数料 0.2 0.5

合計 5.6 8.5

注記 6 金融取引純利益

2013年 2012年

自己債券の買戻しによる金額 13.3 24.1

利付証券 1.7 –25.2

その他金融商品 6.1 –6.4

未実現の市場価値変動 17.6 –260.9

為替レートの変動 0.0 1.3

合計 38.7 –267.1

測定分類別の純利益/損失 2013年 2012年

損益を通じて公正価値で  
測定される金融資産 –1,064.0 700.9

売買目的保有(資産) 301.5 1,171.2

貸付金および債権 3.2 –

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 –1,787.4 –2,818.6

売買目的保有(負債) 2,595.5 772.8

売却可能金融資産の
キャピタルゲイン/ロス 1.0 –24.4

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変動 –1,499.7 190.3

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変動 1,488.6 –260.6

為替レートの変動 0.0 1.3

合計 38.7 –267.1

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 –7.3 148.4

注記3続き
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注記 7 その他営業収益

2013年 2012年

争議に関連した
弁護士費用 – 4.6

その他営業収益 0.2 0.0

合計 0.2 4.6

注記 8 一般管理費

人件費(単位：千クローネ) 2013年 2012年

– 給与および報酬 47,562 43,577

– 社会保障費用 15,004 13,513

– 年金費用 8,519 7,285

– 年金費用 に係る特別給与税 2,066 1,718

– 教育/研修費 1,852 1,733

– その他人件費 5,701 5,007

人件費合計 80,704 72,833
その他
一般管理費

– 出張旅費 3,798 4,013

– IT費用 13,293 13,576

– コンサルタント費用 18,550 20,046

– 臨時/契約雇用者費用 1,684 1,967

– 格付費用 905 7,601

– 市場情報 5,388 5,391

– 賃借料およびその他施設管理費用 3,148 3,093

– 年次報告書および中間報告書 698 1,595

– 安定化政策費用 99,015 101,346

– その他 12,132 12,491

その他
一般管理費合計 158,611 171,119
合計 239,315 243,952

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。2013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
います。2013年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給として
2,890,000クローネ(前年度：2,708,000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804,000クローネ(前年度：820,000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。2013年度について、業務執行副社長は、
基本給として1,836,000クローネ(前年度：1,830,000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424,000クローネ(前年度：418,000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(2013年度末現在の合計は4名(前年度：3名)(うち女性2
名(前年度：2名)および男性2名(前年度：1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。2013年度中、新
たに1名(男性)が経営役員に任命されました。2013年2月から12月ま
での期間において、その他の上級役員は4名でした。1月中は、その他
の上級役員は5名(女性2名および男性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3,752,000クローネ(前年度：4,251,000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。

2013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、公社の報酬方針および報酬制度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
2013年度末現在、取締役会は7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。エレン・ブラムネス・アルヴィドソ
ンが取締役会会長です。

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、以下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。他の取締役
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。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。

 (単位：千クローネ) 2013年 2012年

ビヨルン・ボルジュソン(2012年1月1日から12月4日まで) – 400

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 400 225

ローレンツ・アンダーション 175 155

クート・エリアソン 160 135

アンナ・フォン・クノーリング 165 135

カタリーナ・ラーゲルスタム 150 145

アンナ・サンドボリィ 175 155

ヨハン・トーングレン 175 155
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 1,400 1,505
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2013年(単位：千クローネ)
基本給/

 取締役会出席報酬
  

変動報酬
その他の

給付
  

年金費用 その他の報酬 合計

取締役 1,400 – – – – 1,400

社長兼最高経営責任者 2,890 – 86 804 – 3,780

業務執行副社長 1,836 – 1 424 – 2,261

その他の経営役員 3,752 – 15 1,330 – 5,097

その他の従業員 37,685 – 251 4,876 – 42,812

合計 47,563 – 353 7,434 – 55,350

2012年
基本給/

 取締役会出席報酬
  

変動報酬
その他の

給付
  

年金費用 その他の報酬 合計

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

従業員数(平均) 2013年 2012年

年度中の従業員数(平均) 66 62

－うち女性数 27 27

監査人に対する報酬および経費 2013年 2012年

アーンスト・アンド・ヤング(Ernst & Young AB)監査業務 982 939

その他の監査業務 1,605 1,559

その他の業務 1,034 764

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 2013年 2012年

解約不能リース支払額は以下のとおりです。

1年以下 3,482 3,553

1年超5年以下 6,362 4,710

合計 9,844 8,263

2013年度中の当該費用は3,483,000クローネ(前年度：3,448,000ク
ローネ)でした。

注記 9 その他営業費用 
 

2013年 2012年

保険費用 0.7 0.6

通信・情報 2.6 4.2

その他営業費用 0.2 0.2

合計 3.5 5.0

注記 10 処分  

2013 年 2012年

繰延税準備金の取崩し – 204.0

合計 – 204.0

注記8続き
給与および報酬
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注記 11 公租公課

損益計算書において認識されるもの 2013年 2012年

当期税金費用 163.0 188.7

一時差異に係る
繰延税金費用(+)/利益(-) 3.9 –56.2

認識税金費用合計 166.9 132.5

実効税額の調整 2013年(%) 2013年 2012年(%) 2012年

税引前利益/損失 757.6 453.1

実勢税率による税額 22.0% 166.7 26.3% 119.2

非控除費用 0.0% 0.2 0.1% 0.3

税率変更の効果 0.0% – 2.7% 12.4

繰延税準備金に対する
標準的利息 0.0% – 0.1% 0.6

認識実効税額 22.0% 166.9 29.3% 132.5

その他包括利益に起因する税金費用 2013年 2012年

売却可能金融資産 –1.6 37.6

貸付金および債権 – 0.3

その他包括利益合計 –1.6 37.9

貸借対照表において認識されるもの
当期税金資産 2013年 2012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。
繰延税金資産 繰延税金負債 純額

2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012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 59.5 63.3 – – 59.5 63.3

－うち、包括利益計算書において認識されるもの –4.9 –6.5 – – –4.9 –6.5

税金資産/税金負債、純額 54.6 56.8 – – 54.6 56.8

資本に対して直接計上される税金項目 2013年 2012年

グループ補助金の支払に対する当期税額 163.0 188.7

資本に対して直接計上される総計額 163.0 188.7
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注記 12 担保適格国債　

2013年 2012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 9,024.6 9,073.0 9,073.0 6,792.5 6,809.3 6,809.3

－スウェーデンの地方自治体 1,851.4 1,865.0 1,865.0 2,086.6 2,103.7 2,103.7

－外国政府 3,714.8 3,688.2 3,688.2 2,213.6 2,247.8 2,247.8

合計 14,590.8 14,626.2 14,626.2 11,092.7 11,160.8 11,160.8

うち、 

－取引所上場有価証券 14,626.2 11,160.8

－非上場有価証券 0.0 0.0

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 154.9 171.3

額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 –12.5 –13.0

合計 142.4 158.3

注記 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ます。貸付
総額の約40.9％(前年度：45.1％)が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(30.0％(前年度：30.7％))および
その他の地方自治体が保証する関係会社(29.1％(前年度：24.2％))向
けです。公社の評価において、2013年12月31日現在、評価減は必要と
されませんでした。

注記 14 債券およびその他利付証券

2013年 2012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 17,519.7 17,825.2 17,825.2 17,100.4 17,727.5 17,727.5

－その他のスウェーデンの発行体 874.5 904.4 904.4 690.4 731.3 731.3

－その他の海外の発行体 26,050.3 26,203.3 26,203.3 25,480.6 25,834.9 25,834.9

合計 44,444.5 44,932.9 44,932.9 43,271.4 44,293.7 44,293.7

うち、 

－取引所上場有価証券 43,302.5 42,189.8

－非上場有価証券 1,630.4 2,103.9

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 1,804.7 2,024.2

額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 –35.4 –12.6

合計 1,769.3 2,011.6
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注記 15 株式および出資持分

2013年 2012年

養老保険 2.1 1.7

株式および出資持分合計 2.1 1.7

   
注記 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

2013年 2012年

株式数：500株 0.5 0.5

合計 0.5 0.5

2013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8.7百万クローネ(前年度：6.6百万クローネ)、資本は2.0百万クローネ(前
年度：1.9百万クローネ)であり、また利益が0.1百万クローネ(前年度：0.04百万
クローネ)でした。

   
注記 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-556464-5629、スウェーデン、エーレブロー

2013年 2012年

株式数：1,000株 32.0 32.0

合計 32.0 32.0

2013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45.1百万ク
ローネ(前年度：45.7百万クローネ)、資本は10.7百万クローネ(前年度：11.8百
万クローネ)であり、また利益が-0.1百万クローネ(前年度：-2.7百万クローネ)で
した。

注記 18 有形資産

2013年 2012年

取得価額

前期繰越取得価額 18.5 16.9

当期の投資 1.6 1.6

処分 –0.8 –

次期繰越取得価額 19.3 18.5

減価償却費

期首残高、減価償却 –12.9 –10.2

当期の減価償却費 –2.4 –2.7

処分 0.6 –

次期繰越減価償却費 –14.7 –12.9

期末現在の見積り残存価値 4.6 5.6

注記 19 その他負債

2013年 2012年

親団体に対する負債 741.1 805.3

その他負債 23.5 13.1

合計 764.6 818.4

注記 20 未払費用および前受収益

2013年 2012年

未払安定化政策費用 99.3 101.6

その他未払費用 22.1 23.6

合計 121.4 125.2

 
注記 21 年金および類似の債務に対する引当金

2013年 2012年

年金債務に対する引当金 2.5 2.1

合計 2.5 2.1
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注記 22 劣後債務

認識値
通貨 額面金額 利率(％) 期日 2013年 2012年

劣後ローン クローネ 1,000.0 変動 永久 1,000.1 1,000.3

合計 1,000.0 1,000.1 1,000.3

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。2013年度の利息費用は29.4百万クローネ(前年度：38.8
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。

注記 23 担保提供資産

2013年 2012年

公社自らの引当金および負債に関する
担保提供資産によるもの
スウェーデン中央銀行への預託

－スウェーデン国債 5,676.7 5,039.2

－スウェーデンのコミューンおよびランスティング
　発行債 653.3 2,213.1

－スウェーデンのカバード・ボンド 16,622.2 15,188.3

年金債務のための養老保険 2.1 1.7

担保提供資産合計 22,954.3 22,442.3

担保に係る負債および引当金の認識値は2.5百万クローネ(前年
度：2.1百万クローネ)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
銀行に有価証券を預託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条件でもあります。

注記 24 関連当事者

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 (単位：千クローネ) 年度

関連当事者への
物品/サービス

の販売
関連当事者からの物

品/サービスの購入
その他
(利息)

12月31日現在の
関連当事者

への債権

12月31日現在の
関連当事者に

対する負債

スウェーデン地方金融協同組合 2013年 2,628 48 -29,448 126 1,741,176

2012年 1,217 – -38,782 13 1,805,579

スウェーデン地方不動産会社 2013年 541 2,404 – 10,539 –

2012年 69 2,376 – 10,000 –

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2013年 59 6,913 25 2,706 592

2012年 37 8,012 90 2,001 835

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。

注記 25 貸借対照表日後の後発事象

貸借対照表日後に重要な事項は生じていません。
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注記 26 金融資産および金融負債 

2013年
損益を通じて公正価値で

測定される金融資産

貸付金
および

債権
満期保有

投資
売却可能
金融資産

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 

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

当該分類として
指定されたもの 

売買目的
保有

当該分類として
指定されたもの

売買目的
保有

担保適格  
国債 13,096.5 – – – 1,529.7 – – – – 14,626.2 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – – 2,822.2 – – – – – – 2,822.2 2,822.2

貸付金 78,801.3 – 129,842.7 – – – – – – 208,644.0 208,910.0

債券および
その他利付証券 32,562.1 – – – 12,370.8 – – – – 44,932.9 44,932.9

デリバティブ – 2,466.2 – – – – – – 3,769.6 6,235.8 6,235.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 124,459.9 2,466.2 132,676.7 – 13,900.5 – – – 3,769.6 277,272.9 277,538.9
金融機関に対する負債 – – – – – 2,266.2 – 2,085.8 – 4,352.0 4,352.6

有価証券 – – – – – 120,818.5 – 135,440.2 – 256,258.7 256,935.5

デリバティブ – – – – – – 11,606.2 – 1,625.6 13,231.8 13,231.8

その他負債 – – – – – – – 761.5 – 761.5 761.5

劣後債務 – – – – – – – 1,000.1 – 1,000.1 993.7

合計 – – – – – 123,084.7 11,606.2 139,287.6 1,625.6 275,604.1 276,275.1

2012年
損益を通じて公正価値で

測定される金融資産

貸付金
および

債権
満期保有

投資
売却可能
金融資産

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 

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

当該分類として
指定されたもの 

売買目的
保有

当該分類として
指定されたもの

  
売買目的

保有

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 – 1,000.3 995.7

合計 – – – – – 122,709.5 16,074.2 141,973.1 1,442.9 282,199.7 282,595.8

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。

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。

公正価値の測定

概要
金融商品が貸借対照表において公正価値で測定されるかまたは開示
目的であるかにかかわらず、公正価値は以下の3つのレベルに基づき
分類されます。
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、

重要な役割を担う公社自らの見積りをもって決定されます。
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注記 26 金融資産および金融負債 

2013年
損益を通じて公正価値で

測定される金融資産

貸付金
および

債権
満期保有

投資
売却可能
金融資産

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 

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

当該分類として
指定されたもの 

売買目的
保有

当該分類として
指定されたもの

売買目的
保有

担保適格  
国債 13,096.5 – – – 1,529.7 – – – – 14,626.2 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – – 2,822.2 – – – – – – 2,822.2 2,822.2

貸付金 78,801.3 – 129,842.7 – – – – – – 208,644.0 208,910.0

債券および
その他利付証券 32,562.1 – – – 12,370.8 – – – – 44,932.9 44,932.9

デリバティブ – 2,466.2 – – – – – – 3,769.6 6,235.8 6,235.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 124,459.9 2,466.2 132,676.7 – 13,900.5 – – – 3,769.6 277,272.9 277,538.9
金融機関に対する負債 – – – – – 2,266.2 – 2,085.8 – 4,352.0 4,352.6

有価証券 – – – – – 120,818.5 – 135,440.2 – 256,258.7 256,935.5

デリバティブ – – – – – – 11,606.2 – 1,625.6 13,231.8 13,231.8

その他負債 – – – – – – – 761.5 – 761.5 761.5

劣後債務 – – – – – – – 1,000.1 – 1,000.1 993.7

合計 – – – – – 123,084.7 11,606.2 139,287.6 1,625.6 275,604.1 276,275.1

2012年
損益を通じて公正価値で

測定される金融資産

貸付金
および

債権
満期保有

投資
売却可能
金融資産

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 

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

当該分類として
指定されたもの 

売買目的
保有

当該分類として
指定されたもの

  
売買目的

保有

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 – 1,000.3 995.7

合計 – – – – – 122,709.5 16,074.2 141,973.1 1,442.9 282,199.7 282,595.8

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
おいて重要な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。これらの投資はレベル2に分類されます。
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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。

金融機関に対する負債、有価証券および劣後債務
スウェーデン地方自治体債券プログラムの枠組み内の資金調達は、相
場価格で測定され、レベル1に分類されます。その他の資金調達は、資
金調達の仕組みおよび資金調達市場において、現行の借入マージンが
調整されたスワップ・レートで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ています。予測される将来キ
ャッシュ・フローが観察不能な市場データによる資金調達はレベル3に
分類され、そうでなければレベル2に分類されます。

デリバティブ
IMM(国際通貨市場)の受渡日が予定され、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。その他のデリバティブの公正価値は、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。予測される将
来キャッシュ・フローが観察不能な市場データによる場合、デリバティ
ブはレベル3に分類されます。その他の場合は、レベル2に分類されま
す。レベル3に分類されるすべてのデリバティブは、レベル3に分類され
る資金調達取引とマッチングされるスワップです。割引率は、通貨ごと
に現行の指定スワップ・レートとして設定されます。通貨スワップについ
て、割引率は、現行のベーシス・スワップ・スプレッドに従い調整されて
います。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。

金融機関に対する貸付金、その他資産およびその他負債
これらの項目について、認識値は公正価値の許容できる近似値となっ
ています。金融機関に対する貸付金は、銀行預金および最長7日間のレ
ポ取引で構成されます。その他資産およびその他負債は、受取債権お
よび支払債務ならびにグループ間の債権および債務で構成されます。

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
けのマージン、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、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、その他の市場リス
クをヘッジしているため、市場価値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191百万クロー
ネ(前年度：マイナス180百万クローネ)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300百万クローネ(前

年度：プラス317百万クローネ)の変動をもたらすことになります。借入
れと貸付けのマージンが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+/-109百万クローネ(前年度：+/-137百万クロー
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+/-33百
万クローネ(前年度：+/-87百万クローネ)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
投資家または顧客それぞれの主導で行われる借入商品の買戻しまた
は貸付商品の売戻しは、市場価値の実現につながります。

観察不能なインプットデータに起因する測定の不確実性
市場において観察不能なインプットデータは、市場データと、観察可能
な市場データが利用可能であるものより長期の満期におけるボラティ
リティとの相関関係です。観察不能なインプットデータにより影響を受
ける商品は、発行済期限前償還条項付き仕組み証券およびこれらを取
引レベルで安全なものとするためのデリバティブです。デリバティブの
受取部分は常に、発行済有価証券の保証および銀行間金利+/-固定マ
ージンの支払部分で構成されています。

かかる契約の利益または損失への影響は、このタイプの借入れに
対する公社の借入マージンが変動した場合に実現されます。変動の
範囲は、同じく観察不能なデータによる契約の予想残存期間によりま
す。したがって、観察不能なインプットデータが利益に与える影響は、
インプットデータが契約の満期までの予想残存期間にどの程度影響
を与えるかに帰因する可能性があります。

公社は、残存期間を4.4年と概算しますが、適正な条件下では、観
察不能なインプットデータによって期限前償還可能な借入れの平均
期間の幅が2.8年から5.1年までになると見積もっています。利益につ
いては-1.8百万クローネから+3.1百万クローネまでの幅で影響を受
ける可能性があります。

評価モデルの承認
適用した評価モデルは公社のALCO(資産・負債委員会)により承認され
ます。ファイナンス部門は、評価モデルを含む評価プロセスに責任を負
います。リスク・分析部門は、評価に用いた評価モデルおよび市場デー
タの質を独立して管理することに責任を負います。
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貸借対照表において公正価値で測定される金融商品

2013年 レベル1 レベル 2 レベル3 合計

担保適格国債 12,228.9 2,397.3 – 14,626.2

貸付金 – 78,801.3 – 78,801.3

債券およびその他利付証券 31,690.8 13,242.1 – 44,932.9

デリバティブ 0.0 5,616.1 619.7 6,235.8

合計 43,919.7 100,056.8 619.7 144,596.2
金融機関に対する負債 – 2,039.9 226.3 2,266.2

有価証券 – 111,981.6 8,836.9 120,818.5

デリバティブ 1.7 11,894.2 1,335.9 13,231.8

合計 1.7 125,915.7 10,399.1 136,316.5

公社は、公正価値で認識される金融資産および金融負債を継続的に
見直します。66頁の「公正価値の測定」の項をご参照下さい。2013年
度において、6,568.6百万クローネがレベル1からレベル2に振り替え

られました。すべての振替は、2013年6月30日付でなされたものとみ
なされます。

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に上る有価証券がレベル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。

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。 レベル3における評価の変動は、年間を通して定期的にフォローアップされます。

債券および
利付証券

デリバティブ
資産 

デリバティブ
負債 

金融機関に
対する負債 有価証券 合計

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：

－損益計算書に認識されたもの
(金融取引純利益) 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
産に対する損益計算書に認識された損益(金融
取引純利益) 9.3 –1,137.9 –2,515.6 –7.7 3,731.0 79.1

期首残高 2013年1月1日現在 160.2 1,693.3 –4,527.9 –236.5 –34,677.9 –37,588.8
認識された損益：

－損益計算書に認識されたもの
(金融取引純利益) – –1,073.6 3,201.4 10.2 –2,323.5 –185.5

費用、取得 – – –9.4 – –5,133.2 –5,142.6

当期中の満期到来 –160.2 – – – 33,297.7 33,137.5

期末残高 2013年12月31日現在 – 619.7 –1,335.9 –226.3 –8,836.9 –9,779.4

2013年12月31日現在の期末残高に含まれた資
産に対する損益計算書に認識された損益(金融
取引純利益) – –1,695.6 1,973.6 10.2 –386.6 –98.4
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貸借対照表において公正価値で測定されない金融商品

2013年 レベル1 レベル2 レベル3 合計

金融機関に対する貸付金 – 2,822.2 – 2,822.2

貸付金 – 130,108.7 – 130,108.7

その他資産 – 11.8 – 11.8

合計 – 132,942.7 – 132,942.7
金融機関に対する負債 – 2,086.4 – 2,086.4

有価証券 92,298.9 43,818.1 – 136,117.0

その他負債 – 761.5 – 761.5

劣後債務 – 993.7 – 993.7

合計 92,298.9 47,659.7 – 139,958.6

注記 27 相殺の対象である金融資産および金融負債に関する情報

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のリスク管理手段を用
います。公社のデリバティブはいわゆるOTCデリバティブであり、取引所
を通して取引されず、公社が会員となっているISDA(国際スワップ・デリ
バティブズ協会)のマスター契約を用いて行われています。ISDA契約に
加えて、補足的にCSA(信用補完契約)がカウンターパーティの大部分と
調印されています。CSAでは、エクスポージャーを低減するために担保
を確保する権利が定められています。

ISDAマスター契約に基づき行われる取引について、同日に期日が
到来する特定のカウンターパーティとの支払フローはすべて、一方の
カウンターパーティから他のカウンターパーティに支払われる純額に

なるよう、通貨ごとに可能な限り最大限相殺されます。期限徒過の支
払や破産等の特定の場合においては、評価を行い、純額での決済を行
うために、当該カウンターパーティとはすべての取引が終了されます。

決済についての法的権利は、支払停止、支払不能または破産とい
った一定の場合に限り適用されるものであるため、ISDAマスター契約
は貸借対照表における決済要件を満たしていません。

金融商品のタイプ別情報
相殺の対象であり、法的拘束力のある相殺に係る枠組みの取決めまた
は類似の取決めでカバーされる金融資産および金融負債

貸借対照表上で相殺されていない関連する金額

2013年12月31日現在
貸借対照表上に
表示された金額1 金融商品

有価証券担保の
提供(+)/受取(-)

現金担保の
提供(+)/受取(-) 純額

資産

デリバティブ 6,235.8 –5,329.3 –791.3 – 115.2

レポ 2,796.9 – –2,796.9 – –

負債

デリバティブ –13,231.8 5,329.3 – – –7,902.5

合計 –4,199.1 0.0 –3,588.2 – –7,787.3

貸借対照表上で相殺されていない関連する金額

2012年12月31日現在
貸借対照表上に
表示された金額1

  
金融商品

有価証券担保の
提供(+)/受取(-)

現金担保の
提供(+)/受取(-) 純額

資産

デリバティブ 11,057.4 –9,568.9 –984.5 – 504.0

レポ 15,679.6 – –15,679.6 – –

負債

デリバティブ –17,517.2 9,568.9 – – –7,948.3

合計 9,219.8 0.0 –16,664.1 – –7,444.3

 1) 貸借対照表上に表示された金額からの相殺はありません。
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注記 28 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十分余裕を
もってカバーすること、および資本評価のために選んだ原則に従い業
務上特定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、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、レピュテーション・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特定されるリスク
–  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
–  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回また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、合理的方法により特定されたリ
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.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および項目ごとの詳細は以下のとおりです。

自己資本
還元および出資金への利息という方法で協同組合の組合員へ余剰金
が分配されることを確保するよう、2013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741.1百万クローネ(前年度：717.7百万
クローネ)のグループ補助金により減じられています。このことから、以
下のように、繰越利益に影響を及ぼしました。詳細については、48頁を
ご参照下さい。

自己資本の基本的項目 2013年 2012年

株式資本 1,396.4 628.4

法定準備金 17.5 17.5

繰越利益 –294.3 –36.8

当期利益 590.7 320.6

控除：繰延税金資産 –59.5 –63.4

自己資本の基本的項目合計 1,650.8 866.3

自己資本の補完的項目

永久劣後ローン 1,000.0 866.3

自己資本の補完的項目合計 1,000.0 866.3
自己資本合計 2,650.8 1,732.6

所要自己資本
標準的手法に従った信用リスク 2013年 2012年

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 272.4 370.1

4. 事業法人向けエクスポージャー 3.7 4.6

5. その他の項目 1.4 0.6

信用リスクに対する所要自己資本合計 277.5 375.3

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

－ 一般リスク – 0.8

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 0.0 1.4

オペレーショナル・リスク

基礎的指標手法 79.1 79.1

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 79.1

為替リスク

為替リスク 0.1 0.5

為替リスクに対する
所要自己資本合計 0.1 0.5

最低所要自己資本合計 356.7 456.3

立ち上げ資本 48.0 48.0
キャピタル・カバレッジ比率 7.43 3.80
自己資本比率(％) 59.5 30.4
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5年間の要約
重要な指標(2009年－2013年) (単位：百万クローネ) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
成長性

貸付金(変動率：％) 3.8 20.0 25.7 8.2 18.1

純利息収益(変動率：％) 25.6 35.0 32.5 13.1 151.3

連結

自己資本対総資産(％) 0.96 0.61 0.81 0.99 0.40

調整後自己資本対総資産(％)1 1.21 0.93 0.95 0.99 0.40

キャピタル・カバレッジ比率 7.43 3.80 5.71 10.09 4.24

調整後キャピタル・カバレッジ比率1 9.38 5.77 6.72 10.09 4.24

自己資本比率(％) 59.5 30.4 45.7 80.7 33.9

調整後自己資本比率(％)1 75.1 46.3 53.7 80.7 33.9

効率性

管理費用対貸付金(％)2 0.117 0.125 0.143 0.127 0.109

管理費用(安定化政策費用を除く)
対貸付金(％)2 0.070 0.075 0.093 0.096 0.088

管理費用対総資産(％)2 0.088 0.089 0.103 0.089 0.073

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

貸付金/従業員(単位：百万クローネ) 2,980.6 3,091.5 2,848.7 2,523.2 2,522.9

変動率(％) –3.6 8.5 12.9 0.0 –1.2

資本利益率

税引後営業利益対平均資本(％) 44.09 20.20 32.28 23.45 38.32

費用/収益比率

(純利息収益＋その他営業収益)
対総費用 0.25 0.32 0.42 0.39 0.35

その他の情報

従業員数(年度末現在) 70 65 59 53 49

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(2013年度の利益に関連して協同組合の2014年年次総会により決定された場合)を調整後の自己資本。2013年度  
の利益に関連する資本注入は696.5百万クローネと見積られ、グループ補助金741.1百万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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損益計算書(1月1日－12月31日)　(単位：百万クローネ) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
純利息収益 969.5 771.7 572.6 432.1 382.1

支払手数料 –5.6 –8.5 –8.6 –4.4 –3.5

金融取引純利益 38.7 –267.1 72.1 17.2 90.6

その他営業収益 0.2 4.6 0.1 0.3 0.2

収益合計 1,002.8 500.7 636.2 445.1 469.4

一般管理費 –239.3 –244.0 –230.0 –160.5 –127.8

減価償却費 –2.4 –2.7 –2.5 –2.7 –1.8

その他営業費用 –3.5 –5.0 –7.6 –6.2 –4.8

費用合計 –245.2 –251.7 –240.1 –169.4 –134.4

営業利益 757.6 249.1 396.1 275.7 335.0
処分(純額) – 204.0 13.9 –83.2 –82.5

公租公課 –166.9 –132.5 –109.4 –51.9 –81.9

当期利益 590.7 320.6 300.6 140.6 170.6

貸借対照表要約(12月31日現在) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
担保適格国債 14,626.2 11,160.8 10,841.7 12,887.7 20,912.3

金融機関に対する貸付金 2,822.2 15,618.6 1,734.5 1,697.6 1,851.2

貸付金 208,644.0 200,950.7 168,070.5 133,729.1 123,624.1

債券およびその他利付証券 44,932.9 44,293.7 39,518.7 28,759.5 25,604.1

株式および出資持分 34.1 33.7 1.3 1.0 0.7

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 6,235.8 11,057.4 13,687.2 13,024.0 11,105.3

有形資産 4.6 5.6 6.7 6.9 3.6

その他資産 147.8 149.9 148.3 67.5 19.3

前払費用および未収収益 10.6 12.7 19.0 26.4 7.1

資産合計 277,458.7 283,283.6 234,028.4 190,200.2 183,128.2

金融機関に対する負債 4,352.0 5,610.4 4,149.4 3,438.9 7,348.1

有価証券 256,258.7 257,257.3 218,037.4 173,851.9 164,696.1

デリバティブ 13,231.8 17,517.2 9,354.5 10,794.2 9,873.0

その他負債 764.6 818.4 455.4 66.4 349.6

未払費用および前受収益 121.4 125.2 111.5 44.1 35.6

年金および類似の債務に対する引当金 2.5 2.1 1.6 1.2 0.9

劣後債務 1,000.1 1,000.3 1,000.2 1,002.9 –

負債および引当金合計 275,731.1 282,330.9 233,110.0 189,199.5 182,303.3

非課税準備金 – – 204.0 217.9 134.7

資本 1,727.6 952.7 714.4 782.8 690.2

負債、引当金および資本合計 277,458.7 283,283.6 234,028.4 190,200.2 183,128.2

財務書類

73スウェーデン地方金融公社、企業登録番号 SE556281-4409　2013年度年次報告書



利益処分の提案
取締役会および社長は、
 
当期利益 590,667,529

繰越利益 –294,265,196

公正価値準備金 17,369,728

合計 313,772,061

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 313,772,061

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特定されるその他のリス
クに対する所要自己資本の見積もりをも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、7.43(前年度：3.80)でした。提案された利益の配分後の自己資
本は2,651百万クローネ(前年度：1,733百万クローネ)となり、最終的な
最低所要自己資本は357百万クローネ(前年度：456百万クローネ)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28
に記載されています。

公社の財政状態については、公社が短期および長期でその義務
を履行できると見込まれるという評価以外に、いかなる評価もありま
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。

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。 

エーレブロー、2014年2月25日

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会会長

 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 トーマス・ヴェーングレン 

 従業員代表 社長兼最高経営責任者 

監査報告書は2014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

財務書類
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監査報告書
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号 SE556281-4409)
年次株主総会　御中

年次計算書類に関する報告
我々は、2013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10-74頁に掲載さ
れています(36-44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。

表明
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、2013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財務成績およ
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、36-44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、2013年度についての公社
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36-44頁のコーポレート・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拝読しました。ま
た、同報告書の拝読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、2014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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レビュー報告書
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2013年度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。

精査は、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ます。

エーレブロー、2014年2月25日

 ニクラス・ショーベリィ アニタ・ボーマン
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