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年次報告書

リスクのとらえ方に対する重大な変化を特徴
とする混乱した市場環境において、スウェー
デン地方金融公社は貸し手および発行者の双
方としての地位を強化しました。地方自治体
部門への効率的な融資を行う保証者としての
公社の役割が明確化され、公社の貸付けは過
去最高の水準となりました。
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本年次報告書には、
スウェーデンのガラススタジオを載せています。
これらの
写真は、独自の事業を行うスウェーデンの独立したガラスアーティストの団体
であるGlasakademin（グラスアカデミー）
の会員の作品です。
技法や表現は様々です。本人のガラス作品または他のアーティストと共
同のガラス作品において、
ガラスを吹くアーティストもいれば、
ガラスの鋳造、
粉砕、
サンドブラストまたはその他の冷却技法を用いるアーティストもいます。
彼らの共通点は、
ガラスを芸術的表現の手段としていることです。
そし
て、全員が自身の製作物について個人的責任を有しています。
www.glasakademin.se
www.studioglasmuseum.net

アナ・ビクトリア・ノルベルグ・スタジオでの写真

表紙の写真「Koya III」»クリスチャン・フォン・シドー
写真 モーテン・フォン・シドー

ブロムクヴィスト－ウエストマン
「Iceblue」
写真 ストゥーレ・エケンダル

業績

13のコミューンとランスティングが新たに組合員にな
りました。
貸付額は34%増加し、貸付残高は1,047億クローネ
（スウェーデン・クローネ
（SEK))に達しました。
総資産は30％増加し1,427億クローネとなりました。
純利益は44.5百万クローネでした。
公社は、2006年以来、市場で最上位の信用格付
（Aaa（ムーディーズ）
およびAAA（スタンダード・アン
ド・プアーズ））
を維持しています。
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公社とスウェーデンの公共部門との強い関係を明示

するため、国際的な場面におけるマーケティングやプレゼンテーションにおい
てはスウェーデンの小紋章が用いられています。

アナ・カールグレン「Kalejdoskop」
「Optical Phenomena and Architectural Phenomena Fenomen」
の
シリーズより
写真 アンダーズ・クヴァーンストレム

社長からの報告

経済情勢を問わない安全な資金調達源
世界的な金融不安の期間において、
スウェーデン地
方金融公社は最良の年度を迎え、地方自治体に対
する貸し手としての地位を強化しました。
なにより、
公社は公社の中核的な事業を遂行することにより、
公社は、
あらゆる市場環境において組合員の資金調
達を保護することができることを保証しました。

2008年は、借入れの必要があるすべての者にとって
「リファイナンスリスク」
という考えが、多かれ少なか
れ現実となった年でした。
コミューンやランスティング
でさえも影響を受けました。長期間にわたる大量のク
レジットの活用が突然止まり、
リスク・プレミアムが急
騰しました。金銭の借入れは、
もはや当然のものでは
なくなりました。
一般的な信用収縮はともかく、
これは、年度の初
めには予測困難な展開でした。多くのアナリストは、

増加させました。組合員数の増加は継続しており、

当時、主にアメリカ及び主要な国際的な商業銀行と

本書記載時点においてスウェーデンのコミューンの

結びつく重大な信用喪失はすでに発生しており、
かか

76％およびランスティングの35％を占めるに至って

る事実は金融市場を安定化するに十分であると考え

います。

ていました。同時に、世界経済の発展および金融シス

スウェーデン地方金融公社は、安全な相手方へ

テムの安定性の双方に関し、多数の疑問が浮上しま

の移行により利益を得ました。公社は、いくつかの借

した。世界経済における明らかな景気減退の影響の

入プログラムを立ち上げ、
これが公社のコスト効率の

兆候が、次第に明白になってきました。
しかしながら、

高い貸付商品群の拡充につながりました。
とくに、一

我々のほとんどが経験したことのないほど深刻な不

部の銀行からの貸与が打ち切られる中で、組合員の

況である可能性が高いとは特に認識されていません

資金調達需要を満たすことができました。

でした。

スウェーデン地方金融公社が、
この不安定な時

歴史的誤りといえるリーマン・ブラザーズの
破産が９月中旬に認められたとき、金融部門お
よび実体経済の双方にとって、条件が急激に
変化しました。公社は、金融危機が今後長期に
わたり金融の展望を塗り替え、
より厳格な規則
や、
より厳密な監視が、今後実行される措置の

公社は、いくつかの借入プログラムを立ち
上げ、
これが公社のコスト効率の高い一連

の貸付商品群の拡充につながりました。

一旦に過ぎないことを認識しています。残念な
がら、現状の実体経済への影響は、最も悲観
的な予測をも上回っています。
記録的な一年

大いなる不安定性に特徴付けられる経済情勢下に
おいて、スウェーデン地方金融公社はいくつかの面
で非常に優れた業績を上げました。公社は、営業利
益を75.3百万クローネへと倍増し、貸付額を32％
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期に成功を収めていることは、実はそれほど意外なこ
とではありません。公社は、基本的な社会機構の資
金調達に特化するという堅固かつ簡素なビジネスモ
デルをとっています。公社の信用力は、公社の持分保
有者による明確な保証およびスウェーデン政府によ
る潜在的な保証の双方により、非常に良好です。
ま
た、スウェーデンの地方自治体のための負債性資金
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調達の窓口機関としての役割により、公社は特別な

公社は、熟考を重ねた上のデリバティブ商品の活

地位を有しています。
これらすべてが、安全な投資を

用を組み入れた単純な債務管理モデルが最終的に

求める投資家を引き付けています。

は最善であると確信しています。
このモデルに複雑さ

「最後の貸し手」

いくつかの組合員にとって、2008年10月の恐ろしい
数週間において、実際に何らの通知なく信用協定が
解除された状態で放置されたことで、多くの反省を
促されることになりました。
その１つには、公社の活動と公社の存在理由に
関係します。地方財政のために効率的な市場を提供
するという公社の役割は、正常な市況下では、何より

を組み込めば組み込むほど、市場の変動の影響を査
定したり、
さらにポジションを転換したりすることが難
しくなります。公社が市場で目にする多くのデリバティ
ブ商品を組み込んだ金融手法は常に適切なもので
はないという事実は、金融危機により明白に証明され
ています。公社は、
いくつかのコミューンが、評価の困
難な債務ポートフォリオ中に金利リスクを抱えている
と考えています。

も、長期的に魅力ある公社が行う借入条件に対する

新融資戦略による公社の業務の強化

保証です。
しかしながら、今や激動の時代に突入し、

公社は、金融危機を無傷では切り抜けることができ
ませんでした。信用懸念が始まった時点で、

今や激 動の時 代に突 入し、公 社 の活 動

基 盤 がまさに 、組 合 員 が あらゆる金 融

公社の短期借入戦略が一定の水準に達して
いなかったことが明白になり、その結果、公

手 段 を利 用できるように確 保すること

にあることが明らかになりました。

社の短期ローン商品の価格に影響が及んだ
ため、貸出額が減少する結果となりました。
公社が2008年度上半期において修正した
融資戦略を実施したことにより、公社の短期
の変動金利ローン商品の価格は大きく改善

公社の活動基盤がまさに、組合員があらゆる金融手

され、
これにより市場占有率も回復しました。公社の

段を利用できるように確保することにあることが明ら

固定金利商品の価格は、信用収縮期間全体を通して

かになりました。公社は、組合員の
「最後の貸し手」
な

きわめて競争力のあるものでした。

のです。

金融市場の他の多くのプレーヤー同様、公社は、

2008年秋において、市況は時に信じ難いほど切

リーマン・ブラザーズの破綻により影響を受けまし

迫したものとなりました。
すなわち公社は、
１ヵ月以上

た。
リーマン・ブラザーズは、公社の資金調達のカウ

にわたり、組合員から公社に対する400億クローネ

ンターパーティの１つであり、公社は、必要な証券が

超の融資申込みの殺到を経験しました。言うまでもな

供給されなかったこと、
またリーマン・ブラザーズとの

く、公社がこれらすべての申込みに応じ得たというこ

間で締結された契約を別の契約に変更しなければな

とに公社は大いに満足するとともに、
この事実によっ

らなかったことによって損失を被りました。
しかしなが

て、逼迫した状況においてさえ、公社がその役割を果

ら、
この損失は、
比較的軽微なものでした。

たし得るということを認識させてくれました。

上記の事実によって、信用収縮が始まって以来、

もう１つ反省すべき点は、
コミューンの資産につ

公社がこれまで利用してきた警戒水準が上昇してい

いて、
１週間以内に解除可能なローンを用いて資金

たにもかかわらず、公社のリスク管理システムが十分

調達することが適切であるかということに関連してい

でなかったために、
リーマン・ブラザーズの破綻を決

ます。地方自治体の資金調達について協同する公社

定づけた市場変動のペースに対応できなかったこと

の多くの組合員が、
とりわけ借換リスクとデリバティブ

が示されました。

商品の利用可能性に関して借入戦略を再検討する
ため、新たに得た経験を活用することには正当な理
由があります。
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組合員との融資会議に重点を置いた資本化および
債務に関する課題

公社における価値共有の手法は独特であり、
これが
将来これまで以上に重要なものになると私は確信し
ています。
このことは、組合員との融資会議、
とりわ
け、現在の課題について議論し、
これを確保するため
に、公社の取締役会の議長および副議長が経営陣と
ともに、組合員の選出された代表者および役員に会
う場面で分かります。金融が不安定かつ大きく変動
する時期においては、情報に精通し、
また互いに風通
しを良くする必要がありますが、今年度の組合員との
融資会議には以前にも増して多くの組合員が出席し
ました。
今年度末後すぐに開催された組合員との融資会
議においては、2008年度以降の出来事および課題
を取り上げました。
そこで議論された主要課題の１つ
が、公社の資本基盤の強化の必要性でした。貸出し
を下支えするために、公社には、銀行業務について極
めて厳しい資本要件があります。金融危機より前に
は、公社は極めて高い信用力があったために、現実に
資本要件によって業務が妨げられることはありません
でした。
しかしながら、金融危機の間に、銀行および
政府信用機関の双方にとって十分な資本とみなされ
る水準が引き上げられたために、資本要件が詐害要
因であることが判明しました。組合員との融資会議に
おいて、公社は、公社の資本を段階的に強化する必
要性に関して、共通のアプローチを発展させてきまし
た。本目的遂行のための方法の１つに累積利益を利
用することがあります。資本基盤の増強は、借り
手としての公社の魅力を維持しかつこれを強
化する努力の一環とされなければなりません。
組合員との融資会議においてはまた、組合
員が協同組合に加入または協同組合から脱退
する際に行う債務に関する説明（2008年に協

公社の重要性の高まり

個々の組合員にとって、組合員の地位は、
ますます重
要なものとなっています。公社の概算によれば、組合員
の借入れに占める公社の割合は、前年度のおよそ46
％に比して、2008年度末において55％から60％に達
しました。不確実な経済状況を背景とするこの目覚し
い増加に注目すべきです。好況期には、借入手段は簡
単に手に入り、
また貸し手は市場シェアの拡大に躍起
になります。
しかしながら、不況下では逆が真となり、
公社に対するニーズが最大限に達するときです。
組合員の地位向上および貸出額の増加の双方の
動向は、
スウェーデンのコミューンおよびランスティン
グに対するスウェーデン地方自治体向け資金調達窓
口機関としての公社のビジョンに完全に即したものと
なっています。公社の目的は、資金調達および全般的
な財務戦略のアドバイスについて地方自治体部門全
体のニーズを満たすこと、ならびに公的資金調達の
分野における組合組織たることです。すでに公社は、
本質的に地方自治体部門全体の最善の利益という
観点から融資課題に対処してきました。
組合員の地位およびサービスの利用資格双方に
関して、
自主的な活動を行うにあたっての公社の堅固
な基本原則に注目することが大切です。組合員は、希
望する貸し手について、何らの拘束なく自ら決定でき
るべきです。
地方自治体の年金債務についての共同管理

公社の組合員に及ぼす主要な会計上の影響に関す

公 社における価 値 共 有 の 手 法 は 独 特で

あり、これが将 来これまで以 上に重 要な

ものになると私は確信しています。

同組合の規則に導入されました。）
を判断材料
の一部として、組合員が連帯保証を通じて現実にい

る極めて局所的な課題の１つは、地方自治体の年金

かなる債務を負うのかという問題について議論しまし

債務問題です。年金支払は特に1998年における地

た。2009年において、スウェーデン国立財務管理当

方自治体の年金制度の構造改革に先立って処理さ

局の会計報告審議会は、公社に関連してコミューン

れた年金債務について、将来加速することが予想さ

およびランスティングの事業をどのように報告するの

れます。流動性計画および債務管理に関して、
コミュ

かについて、新しいガイドラインを出す予定です。

ーンおよびランスティングがいかにその年金約定に
対処するかという課題は、
さまざまな観点から長年に
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わたって公社の関心事となっています。

けを中止させるものはなく、
この貸付けにより、組合員

年金債務の管理戦略は、
コミューンまたはランス

が１つのグループとして、住宅会社に対する内部銀行

ティングごとに異なり、財政上の基準およびその他の

の役割を果たすことが可能となります。過半数の公社

要因によって変わります。最終の借り手であるコミュ

の組合員が、
すでにこの手法を実施しています。

ーンおよびランスティングが実際にはローンにより資
金調達を行うことから、外部管理について制約を受け
ることとなります。
コミューンの大半は、
その年金債務
の管理を目的とした借換えの機会を利用することによ
ってより多くの利益を得るであろうと公社は考えてい
ます。借換えにより、現在所有する資産の大半を担保
に供しているコミューンおよびランスティングは、継続

公社の役割は、経済が不安定な
時代だからこそ重要です。

公社の職員の並々ならぬ努力

2008年において、公社の職員はかつてないほどの試
練を何度も経験しました。職員の多くが、合理的に想
定される量をはるかに超えた仕事をし、2008年が歴
史に残る年となる一助となりました。
公社は、公社の発展およびスウェーデン地方自治
体のための資金調達窓口機関としての役割
の帰結として生じたこれまで以上に厳しいニ
ーズに対応するために、
１年以上にわたり多
くの分野において、
リスクおよび顧客志向の
観点から公社組織の強化に取り組んできま
した。
過去数年間は職員の大半に異動はあり

的な年金支払いの必要が生じた場合には、必要に応
じて外部から借入れることが可能なのです。
年金債務全体に関する観点から、公社は、金融
手法を共通にするほど、管理の効率性も高まると考え
ています。
スウェーデン全土で300を超える地域にお
いて債務管理が普及すると考えることには無理があ
ります。主として借換債務から構成される中間的な合
同ファンドを設立することにより、地方自治体部門全
体の年金債務を公社が共同して管理することが可能
となります。
これにより、透明性および明白性高めるの
みならず、現状において許されるものとは全く異なっ
た方法により、
スケールメリットを最大化することがで
きるでしょう。
調査の重点が置かれている公的住宅部門

2008年に、公共住宅部門への注目すべき調査が行
われ、調査中にとりわけ公社およびコミューン所有の
住宅供給会社に対する貸出しが検討されました。
こ
の調査は、
コミューンおよび公社の双方に影響を及

ませんでしたが、2008年は15％超の増加となりまし
た。2009年には、
さらなる人材の採用を行う予定で
す。
当初予定された新規職員を数に含めても、公社は
比較的スリムな組織です。40名を少し上回る職員だ
けで、総額1,400億クローネ超の貸借対照表を処理
しています。
準備万端であること

公社は自信にもって2009年における公社の責務を
果たします。
これまで触れてきたように、公社の見通し
は非常に明るいものです。
しかしながら、
スウェーデン
経済および公社の組合員についての見通しは残念な
がら明るいものではありません。公社の組合員の多く
が、
この数年間、収入の減少およびコストの増加の結
果として起こった目に見えるほどの財政危機に直面し
ています。公社の役割は、
このような時代だからこそ
重要です。職員と私は、公社が地方自治体の財政管
理にとって確実かつ当然のパートナーであり続ける
べく、
なし得ることを実行するつもりです。

ぼす可能性があります。
住宅公社の貸出機会に制限を行うという調査に
もとづく提言が新しい規制の制定につながるのかに
ついて、現時点で公社は知りません。
このような制限
が100％管理可能か否かは別問題です。住宅公社向
けの直接貸付け以外に公社の組合員に対する貸付

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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公社の概要

スウェーデンのコミューンおよびランスティングが所有す
る公的資金調達機関
公社は、
スウェーデンの地方自治体部門における財
政業務にとって最善の状況を創出することに専ら重
点を置く融資機関です。公社は、公社の組合員およ
び組合員が過半数を所有する関係会社にのみ貸付
けを行います。

公社は、組合組織であるスウェーデン地方金融協同
組合およびその完全所有の信用専門会社であるスウ
ェーデン地方金融公社から構成されています。組合
組織は、
スウェーデンのすべてのコミューンおよび
ランスティングに対して門戸を開いています。協
同組合は、資金調達の問題についてスウェーデ
ンの地方および地域自治体部門を代表し、信
用専門会社の全株式を所有しています。
ス
ウェーデン地方金融公社は、組合員に対
して競争力のある貸付け、債務管理およ
び効率的な財政運営に寄与するその他
のサービスの利用を提供しています。公
社は44名の従業員を擁し、
その事務所は
エーレブローに所在します。
公社は、1986年に、会社を通じて資
金調達コストを低減するために、
９のコ
ミューンおよび１のランスティングに
よって設立されました。2008年度
末現在で、組合員数は223であり、
このうちコミューンが216、
ランスティ
ングが７でした。
これはスウェーデンの
全コミューンの76％、全ランスティング
の35％が公社の組合員であることと同
義です。
2008年12月31日現在の

2008年12月31日現在の

参加コミューン

参加ランスティング

本年次報告書はスウェーデン地方金融公社に関するものです。
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事業コンセプトおよび目標

スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関
公社の抱負は、
スウェーデンのすべてのコミューンお
よびランスティングのため、
スウェーデン地方政府の
資金調達窓口機関としての役割を果たすことです。
事業コンセプト

スウェーデン地方金融公社の任務は、協同組合の持
分保有者の資金調達業務のために地方自治体のファ
ンダメンタル価値に基づき長期的かつ最良の条件を
創出することです。公社は、競争力のある貸付け、債務
管理および財政運営の効率化に貢献するその他のサ
ービスへのアクセスを提供することによって、
これを遂
行しています。
目標
組合員数の拡大
組合員数の拡大は、公社の借り手としての地位の強
化に役立っています。公社の目標は、2015年までに
すべてのコミューンおよびランスティングが組合員と
なることです。2008年度末までに、
コミューンの76％
およびランスティングの35％が組合員になりました。

政運営に関し、協同組合／公社を選択することは当
然です。競争力のあるソリューション、効率的なサー
ビスおよび適切な助言は顧客を満足させるものです。
協同組合／公社は、社会にとっての利益となるス
ウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関とし
て、市場において特別な位置を占めています。金融市
場のプレーヤーは、公社を、
コミューンおよびランステ
ィングから成る公共部門を代表する、安定して効率
的かつ知識豊富なビジネスパートナーと考えていま
す。公社の職員は、公社の地位向上に貢献しており、
公社を質と知識に焦点を置き明確な管理とフォロー
アップのある職場であり、
この職場は、個人が意欲を
高められ、満足し、
また成長することができる職場で
あると考えています。
基本的価値

公社の基本的価値である質、透明性、参画および全
体的アプローチを、
日常業務において積極的に組み
込み、かつそれに従うことで、公社は安定して効率的
かつ知識豊富な存在と考えられています。

組合員の資金調達全体における割合
公社の競争力の重要な指標の１つは、公社を通じて
行われた地方自治体部門の資金調達の割合です。
公社の目標は50％を超えたところで安定させること
です。2008年度末現在、割合は58％となっています。
格付け
安定した格付けの高さは公社のコストの低い借入れ
およびその他の金融ソリューションを利用する上で
最も重要な唯一の要因であり、公社の能力を高める
ためにも不可欠です。2006年以降、公社は、
２つの
格付機関から可能である最高の信用格付を取得し
ています。
ビジョン
公社のビジョン
スウェーデンのコミューンおよびランスティングが財

2008年度新規組合員

組合員番号211 オースビィ・コミューン
組合員番号212 ヴァッゲリィド・コミューン
組合員番号213 ティムロー・コミューン
組合員番号214
組合員番号215
組合員番号216
組合員番号217
組合員番号218
組合員番号219
組合員番号220
組合員番号221
組合員番号222
組合員番号223

2009年２年25日以降新規組合員予定

（p.8の地図には表示されていません。）
組合員番号224 マールン・セーレン・コミューン
組合員番号225 オストラ・ヨーインゲ・コミューン
組合員番号226 オーイェング・コミューン
組合員番号227 ダールス・エド・コミューン
組合員番号228 バクスホルム・コミューン

目標および目標達成		
スウェーデンのコミューンのうちの組合員の割合
スウェーデンのランスティングのうちの組合員の割合
組合員の資金調達全体における割合

クニーヴスタ・コミューン
オートヴィーダベリィス・コミューン
ウップヴィーディンゲ・コミューン
スヴェンユンガ・コミューン
ティングスリィズ・コミューン
ヨンショーピング・コミューン
ルンド・コミューン
ウルリスハムン・コミューン
ティェープス・コミューン
グレーストルプス・コミューン

結果 		

目標

2006年

2007年

2008年

2010年

63%
35%
46%

72%
35%
46%

77%
35%
58%

80%
50%
50%

格付け									
スタンダード・アンド・プアーズ
AAA
AAA
AAA
AAA
ムーディーズ・インベスター・サービス
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
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強力な協同組織および魅力的な借り手

効率的資金調達における協力の成果
公社は、営利を追求することなく、
スウェーデンのコ
ミューンおよびランスティング間の自発的協力という
考えを基調としています。
この目的志向の長期的アプ
ローチが、安定性と信用度が高いスウェーデンの公
共部門を代表するものとして、国内資本市場および
国際資本市場で公社を周知のプレーヤーとさせて
いるのです。

公社はコミューンおよびランスティングの協力によっ
て生まれた独特の形態です。
それぞれのコミューンお
よびランスティングの借入額を調整することにより、
協同組員の組合員に利益をもたらす金利面での優
遇措置を可能としています。公社はまた、組合員の財
政活動の発展および向上を支援する様々な専用サ
ービスを組合員に提供しています。
これには財政活動
を支援するため公社自身が開発したツールに加え、
ア
ドバイザリー・サービスも含まれます。公社は、信用供
与および機能的な価格決定のいずれに関しても地方
自治体の資金調達市場において重要な役割を果た
しています。
参加組合員の増加が優先事項

1986年の設立以来、公社は組合員数を増加させて
きました。
これは、資金調達で好条件を得るための自
発的協力という考えが十分な賛同を得ていることの
表れです。
協同組合への参加組合員が増加することは、公
社にとって重要です。組合員の増加により、借入条件
も改善でき、専門的知識を高めて管理コストを低減
する機会も創出されます。既存組合員による推薦は
新規組合員を得るための重要な媒介ですが、公社
は積極的にその組織やコンセプトの普及も促進して
います。
コミュニケーションおよび対話

組合員のコミュニケーションおよび対話が最優先事
項で、年次株主総会は最も重要な協議の場の１つ

です。その他の重要な協議の場は、組合員のコンサ
ルテーションのほか、公社の取締役会と協同組合の
理事会の会議です。協同組合の理事会では30名の
理事と代理理事が組合員を代表しています。組合員
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のコンサルテーションは公社の経営陣および組合員
である地方自治体の政治家により年１回行われま
す。2008年度は、およそ100の組合員から選ばれた
約150名の代表者および関係者が参加し、16ヵ所で
組合員のコンサルテーションが開催されました。公社
の財務アドバイザーとコミューンおよびランスティン
グの当局者との間の緊密な連絡により、ネットワーク
が完成します。
協力およびネットワークの構築

協力は公社のまさに基本です。多くの組合員にとっ
て、様々な金融問題の情報や経験を交換できるこの
協力とネットワークは重要です。たとえば、2008年
度、公社は地方自治体の年金約定に関する評判の
良いセミナーを開催しました。すでに述べたように、
公社はスウェーデンの公共部門のための「ファイナン
ス・デー（Finansdagarna）」の他、地方自治体の資
金調達のための見本市であるコメックの主要スポン
サーでした。
新設の分析・財務委員会は、組合員に影響力を
与える明確なツールであり、公社が情報を受領およ
び伝達するための重要な協議の場です。
この委員会
の役割は、協同組合の理事会の管轄下にあり、
とり
わけコミューンおよびランスティングの組合員加入申
請の作成、地方自治体に関する金融問題に対する準
備および処理ならびに既存組合員の財政状態および
成長の継続的な調査です。
この委員会の構成員は、
コミューン、地方自治体の関係会社およびランスティ
ングの代表者です。
公社はまた、いくつかの国際的なネットワークに
も属しています。公社のデンマークにおけるカウンタ
ーパーティであるKommunekredit（デンマーク地
方金融公庫）
とともに、ICLC（地方自治体の信用に
関する国際センター）
の年次会議を６月に設定しまし
た。2008年度、公社はEAPB（欧州公庫協会）に加
盟しました。
広範な情報を得る努力

公社は、
コミューンおよびランスティングの選ばれた
代表者および関係者に、頻繁に質の高い情報を提供
することに非常に重点を置いています。公社の組合員
向け雑誌「対話」は年４回発行され、顧客最新の金
融市場情報を含む週刊ニュースレターも受領してい
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ます。2008年度、公社に関する一連の情報は顧客向

公社は、スウェーデンにおける法案を監視するだけ

けの詳細な金融市場情報である
「公社の展望」
と、組

でなく、EU内の基準や新しい法令の策定をフォロー

合員向けの特別な情報の要求に応える
「公社情報」

しています。2008年度に公社が取組んだ問題として

により補完されていました。
また公社は、年間を通じ

は、公共住宅部門の調査および調整、EUの国家支

て、日刊紙および専門誌を含むメディアへの露出を

援規定ならびに地方自治体の年金債務の管理が挙

大幅に増やしました。

げられます。公社のコーポレート・ガバナンスの後退お

地方自治体の金融問題での積極的影響

よび保証に関しても広範な取組みが実施されました。

公社は一般的な金融の討議に参画し、公的資金調
達の問題においてスウェーデンの地方自治体部門を
代表する組織となっています。たとえば、公社は常に
政党が主催する地方自治体の日に参画しています。

公社の組合員のコンサルテーションは、現在の問題を審議し確認するための重要な協議の場です。2008年度はおよそ100の公社組合

員から選ばれた約150名の代表者および関係者が参加し、16ヵ所で開催されました。
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強力な協同組織および魅力的な借り手

公社は魅力的な借り手
公社はスウェーデンのコミューンおよびランスティン
グを代表し、世界各国の資本市場において活発に
借入れを行っています。
スウェーデンの地方自治体
の資金調達窓口機関としての公社の役割および公
共部門に重点を置いていることは、公社の魅力の重
要な一部です。

うしたスウェーデンの地方自治は、世界各国と比べて
かなり高いレベルにあります。
地方財政の均衡化のための堅固な制度

スウェーデンでは、
すべてのコミューンおよびランステ
ィングが住民にサービスを提供する源泉が課税基盤
および構造的な条件にかかわらず平等になるように、
それぞれのコミューンおよびランスティングの収入と

スウェーデンの地方自治体部門の信用力は非常に高
く、いずれのコミューンおよびランスティングも、過去
に貸し手との間で締結された契約を遵守しなかった
ことはありません。
この信用力の高さには以下のよう
な要因があります。
コミューンおよびランスティングは
破産宣言しないこと

コミューンおよびランスティングは、
スウェーデン憲法
上の特別な地位および地方税の徴収権に基づき、破
産することはありません。破産以外の方法により存続
を中止することもできません。
このため、
コミューンお
よびランスティングの債務には、潜在的に政府の保
証が付されていることになります。
また地方自治体の
資産を借入れの担保として差し入れることは禁止さ
れているため、
コミューンおよびランスティングはすべ
ての債務に関し、
その徴税権および総資産をすべて
利用しても返済する責任を負っています。

費用の平衡化を図る制度を設けています。収入の平
衡化はコミューンまたはランスティングの間の課税基
盤の差を解消するためのもので、主に国がこの費用
を負担しています。支出の平衡化は構造的費用の差
を解消するためのもので、国家財政には影響はありま
せん。財政的に有利な構造を持つコミューンおよびラ
ンスティングは一定の負担金を支払い、不利な構造
を持つものは支出平衡化のための助成金を交付され
ます。
地方自治体の財政原則

スウェーデンでは、地方自治体の財政原則がスウェ
ーデン議会によって正式に承認されています。
この財
政原則とは、政府が地方自治体部門の活動に直接
影響する措置について決定する場合には、
その決定
の経済的効果を、国からの助成金の水準を調整する
ことによって中和するというものです。
厳格な財政規律および規則

課税および税率決定の権利

スウェーデンのコミューンおよびランスティングの財

託された任務を実行するために課税を行う憲法上の

均衡規律により、予算額は通常、収入が費用を上回

スウェーデンのコミューンおよびランスティングは、付
権利を持っています。課税基盤は住民の所得であり、
それぞれのコミューンおよびランスティングは独自に

政には厳しい規律が求められています。財政収支の
るようにしなければなりません。予算年度中に新しい
費用が発生する場合には、その支出の決定は、その

税率を決定します。税収は全収入の70％強を占めて

費用に充当する資金の調達方法も詳しく考慮して行

います。憲法上の課税権は地方自治の重要な側面で

われる必要があります。
その収支が赤字となる場合に

す。
スウェーデンの地方自治においては、
コミューンお
よびランスティングに自身で意思決定を行う権利が
与えられなければならないことが定められています。
こ

スウェーデン地方金融公社 • 2008年度

は、各地方自治体議会は財政均衡の要件を検討し
た上で、3年以内にプラスに転じさせるための計画を
策定しなければなりません。

強力な協同組織および魅力的な借り手

公社の特別な地位
持分保有者／組合員による連帯保証

スウェーデン地方金融協同組合の組合員はすべて、
信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の
債務を、連帯保証の形式で明確に保証しています。
す
なわち公社の業務は、
すべての組合員とその財源によ
って最終的に保証されています。
黙示の政府保証

コミューンおよびランスティングは、破産宣告を受け
る能力および消滅する能力がなく、
また、
コミューンお
よびランスティングの活動に対して政府がすべての責
任を負うため、公社のすべての債務は、政府による黙
示の保証が付されています。

流動性の高さ

公社は、資本市場からの資金調達が一定期間限定
され、
または不利な金利条件になる場合にも借入れ
のニーズを満たすために、十分な流動資産を維持し
ます。
この資産の金額は、12ヵ月程度の所要流動性
を充足するように企図されています。

正規のリスク管理

公社は、その業務に関連して発生するリスクを最小
限にするために、規定のガイドラインに従って、積極
的に、正規の方法をもって活動しています。
リスク管
理については26ページにより詳しく記載しています。

リスク・ウェートがゼロであること

スウェーデンのコミューンおよびランスティングへの
貸付けは、極めて低リスクです。現在のキャピタル・カ
バレッジ・ルールにおいては、地方自治体部門に対す

るエクスポージャーは国のエクスポージャーと同じで
あるべきであり、
そのリスクファクターは０％であると
されています。
スウェーデン地方政府の資金調達窓口機関

公社は、
スウェーデンのコミューンおよびランスティン

グの組織的な財源獲得に対する責任を負うという正
式な任務があります。
貸付先の高い信用力

公社は組合員および組合員が持分の過半数を保有
する関係会社にのみ貸付けを行います。
このため、公
社がさらされるの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エクスポージャーに限られま
す。上述のように、スウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングには、非常に高い信用力があります。
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貸付先組合員の監視

公社は地方自治体部門、特に資金の貸付先の組合
組織について、財政を継続的に監視しています。公
社は年に２回各組合員について主な見直しを行い、
その負債、年金債務および公社以外の者に対する
保証を含む借入総額について、組合員ごとに上限を
設けます。
最上位の格付け

公社は、格付機関のムーディーズ・インベスターズ・
サービスおよびスタンダード・アンド・プアーズから短
期および長期の借入れの両方について最上位の格
付けを得ている、数少ない国際的な借り手の１つで
す。スウェーデンでは独立した格付機関２社から最
上位の格付を得ているのはスウェーデン王国（スウェ
ーデン政府）
および公社のみです。

グン・リンドブラード「 Night and Day 」
写真：A・グンナー・ルンドクヴィスト

地方財政市場

地方自治体部門において3,500億クローネの借入れ
は雇用が減少すると見込まれています。

地方自治体部門（290のコミューンおよび20のラン

景気の悪化は、主として労働市場が脆弱化され

スティングで構成されています。）
は、公共消費支出

た結果、
コミューンの収入に影響を及ぼしています。

の70％およびGNPの20％を占めています。地方自治

また、雇用低迷および給与の上昇率の縮小の結果

体の関係会社を含めると、
当該部門はスウェーデン

として、課税基盤は縮小しています。スウェーデンの

の全雇用の25％を占めています。公社は当該部門に
おける最大の貸し手となっているのです。

コミューンおよびランスティングによる、2009年から
2012年までのコミューンおよびランスティングの課
税基盤に関する予測は、大幅に下方修正されまし

コミューンおよびランスティング（地方自治体が所
有する関係会社を含みます。）の外部借入総額は約
3,500億クローネに達します。
これは、国家の公的債
務の約31％およびGNPの11％に相当します。

資需要総額の約30％を占めています。公社の市場で
の地位は次第に強化されています。かかる強化の要
因は主として、組合員の継続的な増加にありますが、
公社が組合員の借入れに占める割合を拡大しつつあ
ることにもよります。
地方財政市場は、従来型の銀行が貸付けを引き
締め、借換えオプションがより困難になったことによ
り影響を受けました。
この出来事は、公社に対する需
要の拡大の要因となりました。

年下半期以降スウェーデンにおいても広まり、金融に
おける地方自治体部門の地位に悪影響を及ぼしてい
ます。
すべてのマクロ経済上の予測では、経済活動が
縮小し、
それに伴い広範囲にわたって影響が出ること
が示唆されています。2009年および2010年において
地方自治体部門の借入高
単位：10億クローネ
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350
300
250
200
150
100
50
0
04年

05年

06年

07年

08年f
f =予想

出所：スウェーデン統計局、SALAR(スウェーデン・コミューン・ランスティング連合）
およびスウェーデン地方金融公社による計算
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かかる影響は、
コミューン、
ランスティングおよび地方
自治体の関係会社についてそれぞれ異なるものであ
ると思われます。
大多数のコミューンは、自身の投資計画につい
て慎重に検討する必要があると考えられます。
という
のも、投資計画が延期および完全な中止を引き起こ
す可能性を孕んでいるからです。
その他のコミューン
は、経済情勢を均衡化する役割を果たす財政上のチ
ャンスおよび意志があると考えられます。いずれの場
最優先されると思われます。

一層深刻化している世界的な景気の悪化は、2008

03年

の投資計画に影響を及ぼす恐れが大いにあります。

合についても、
インフラストラクチャー関連の投資は、

景気の悪化による課税基盤の縮小

02年

です。

経済状況の悪化は、
コミューンおよびランスティング

公社は、当該部門における最大の貸し手であり、融

01年

って影響を受けたランスティング間およびコミューン

投資割合への影響

公社：主要な貸し手

00年

た。金融情勢が最も深刻なのは、多くの労働通告によ

09年f

長年にわたって、地方自治体の住宅供給会社は、
人口が順調に増加したコミューンに対する投資を中
心に、新生産に対して比較的多くの投資を行ってきま
した。かかる新生産に対する投資割合は、低下する
見込みです。エネルギー分野では、投資割合は安定
を維持すると見込まれます。
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貸付け

地方自治体部門における内部銀行
公社の貸付け全体で、
コミューンおよびランスティン

公社は、競争力のある貸付け、債務管理ならびにコ

グは43.2％を占めています。地方自治体の住宅供給

ミューンおよびランスティングにおいて公社の顧客に

会社が40.9％を、
また、エネルギー供給会社および

対して効率的な財務管理を確保するためのその他

その他の地方自治体所有の関係会社が残り15.9％

のサービスを専門としています。公社の商品および
サービスは、公社の組合員、組合員が持分の過半数
を所有する関連会社および地方自治体間の協同組
織(関係者すべてが組合員である場合)のみが利用
することができます。

を占めています。
最 大の貸 付 商 品はノックイン金 利 商 品および
Product P で、
それぞれ貸付け全体の43.9％および
44.0％を占めています。
公社の計算によると、公社の組合員間における外
部借入債務総額は約1,820億クローネに達していま

公社による貸付けはすべてスウェーデン・クローネ建
でなされており、期間は一般に最大20年となってい
ます。貸付けは固定および変動金利でのもの、
ならび

す。
したがって、公社は、
その組合員の借入総額の58％
を占めています。
助言のさらなる重要性

公社の組合員であるコミューンおよびランスティング

に付加的な商品としてデリバティブもあります。
公社の商品ポートフォリオは、以下の４つの主要

の効率的な財務管理を支援するという公社の目的を
達成するためには、単なる競争力のある貸付け以上

貸付商品で構成されています。
・ ノックイン金利商品(変動金利(日歩は固定)であ
り、資本は最大10年間固定)
・ 別途通知あるまで３ヵ月間STIBOR(ストックホル
ム銀行間貸出し手金利)商品(３ヵ月間固定金利で
あり、資本は３ヶ月間固定)
・ ３ヵ月間STIBOR商品(３ヶ月間固定金利であり、

のものが必要です。
そのため、財務上のアドバイスお
よびオンラインの分析ツールが顧客向けに用意され
ています。公社は、金利の選択に関する効果的な戦
略の開発を目的とした一般的な財務上のアドバイス
から地方自治体グループの信用ポートフォリオの編
集に至るまで全般的な役割を担っています。

資本は最大20年間固定)
・ 固定金利商品(任意の期間固定金利であり、資本
は最大20年間固定)

1 2 月31日現在における貸付高の推移、1999年〜2008年
単位：10億クローネ
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出所：スウェーデン地方金融公社
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借入れ

スウェーデンの地方自治体部門への
全般的なエクスポージャー
公社は、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を利用して資
金を調達することにより貸付けを行っています。公社
は、金融仲介機関との間で幅広いネットワークを構
築しており、世界各地で投資家との関係を築いてき
ました。

ないタイプの固定金利および変動金利の金融商品
に重点を置いています。
国外および国内の借入プログラム

公社の資金調達基盤は、地理的に異なるいくつかの
市場に渡っていますが、スウェーデンおよび日本の
市場は、かかる市場のうち最大の単一市場となって
います。公社の借入戦略はまた、
カナダ、米国、
オース

公社の借入戦略は、借入市場、投資家部門、借入通
貨および借入商品に関する多様な投資ソースに基づ
いています。投資商品に関する投資家のニーズを常
に満たすために、公社は高いレベルの流動性を維持
しています。公社は、安定かつ安全な借り手であると
みなされており、
スウェーデンの地方自治体部門に対
してのみエクスポージャーをしており、
また、最上位の
格付を得ています。
公社の借入れの大半は債券(１年超のもの)およ
び証券(１年未満のもの)発行の形態で行われていま
す。直接ローン金融も少ないながら一部を占めていま
す。公社は、多様な仕組商品を取扱っています。かか
る仕組商品には、株式および原材料に連動するもの
のみならず、通貨に連動するものもあります。公社は、
１日から30年の借入期間を有し、主に外国に関係の

借入れの市場別内訳、2008年

欧州、29%

スウェーデン、30%

デンマーク、3%

米国オフショア、3%
日本、12%

ノルウェー、1%

北欧地域、5%
アジア、17%

出所：スウェーデン地方金融公社
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トラリアおよびニュージーランドといった国の資本
市場における公社のプレゼンスを増大させることも
含みます。
公社の最大の借入プログラムは以下を含みます。
・ 公社のEMTN(ユーロ・ミディアム・ターム・ノート)
プログラム(中期債券プログラム)
・ 公社のユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラム
・ 公社の国内コマーシャル・ペーパー・プログラム
・ 日本における中期債券プログラムとして知られる
発行登録
・ ドイツにおけるSchuldscheins- und Namenschuldsverschreibung(中期債券プログラム)
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組織および人材

価値を基盤とする企業文化
を持って、
自己研鑽をし、楽しむことが出来ると感じる

公社は、品質および知識に重点的に取組む組織で
あり、専門的知識およびパフォーマンスに関して多く
を要求します。公社は、質、透明性、参画および全体
的アプローチ等の基本価値が浸透した企業文化を
創出するために活発に取組んでいます。公社の優れ
たスタッフの参画は、公社の事業経営において重要
な役割を果たしています。

こと
（及びそれを手助けすること）です。公社の成功
方式においては、
スタッフの参画および彼らの十分な
努力が重要な要素です。公社が成長・発展すると、従
業員も、成長・発展することが許されるだけでなく、成
長・発展しなければなりません。
また、
すべてのスペシ
ャリストの技能が効果的に相互作用できるようにす
ることが重要です。

公社は、スウェーデンの地方自治体部門に深く根付
いた会社であり、世界中の資本市場において活動し
ています。公社の経営の特質として一定の複雑性お
よび特化性が挙げられ、集団として、
または個人とし
て、専門的知識を厳しく要求されます。
事業開発および事業運営に注力するという基本的
な価値観

この数年間、公社は、公社が何を代表し、会社として
何を目指すべきかを内外の両方において明確にする
目的で、大規模な評価を実施してきました。
この取り
組みには、公社の評価を特徴付ける特定の基本的
価値の策定も含まれました。公社の従業員全員が当
該プロセスに参加し、
その結果、
とりわけ日常業務で
実行でき、公社の目標達成がより確実になる約40の
全社的な基礎価値的な目標および具体的な目標が
策定されました。公社の様々な機能のために、更なる
目標が策定されました。公社の基礎的価値および基
礎的価値約束は、現在、非常によく作り上げられてお
り、
自然に事業開発および事業運営の基礎的部分を
なしています。

能力開発の重視

毎 年 、公 社は従 業員の知 識を高め、専 門 的・個 人
的な能力開発を支援するために多額の投資をして
います。例えば 、公 共 部 門に対する貸 付けには正
式な要件ではないにも関わらず、公社は、従業員が
SwedSec（スウェーデン証券市場の従業員に資格を
与える職責を担います。）から資格を取得することを
要求します。数名の従業員は、金融経済、国内経済お
よび財務報告の35日間コースを含む、一年間のIFL
プログラムを受けることが認められました。
職員に対する調査

２年連続で、公社は従業員に対する調査を実施し、
かかる調査の質問は公社の基礎的価値である全体
的アプローチ、参画度、透明性および品質に基づいて
いました。
仕事に対する満足度は全体的に向上しました。
従業員の満足度指数は、53から60に上昇しました。
アンバサダーインデックスも37％上昇しましたが、
こ
れは主に、
より手厚い保障および福祉が要因です。
また、経営陣に対する信頼に著しいプラスがありまし
た。公社の目標およびビジョンに対する従業員の意

役割を果たすことを期待され、また、その役割を果
たしたい従業員達

公社の目標は、公社の従業員が、公社は質や知識を
重視する職場であり、個々人が仕事に当たりやる気

男女別構成（％）

識も高まりました。
パフォーマンス評価システム

事業経営における強力なツールの創出、業績全体へ

年齢グループ別割合（男女合計）
60歳超、2.3 %

男性、
50%

女性、
50%

30歳以下、20.5 %

51‐60歳

20.5 %

41‐50歳

31‐40歳、38.5%

18.2 %
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組織図

内部監査人

スウェーデン地方金融公社

財務委員会

社長兼最高経営責任者

執行部

管理および会計部
決済
ファイナンス
リスク・分析
システム・サポート

貸付けおよび資金調達部
ファイナス・グループ
貸付けグループ

執行役員

財務部
投資・デリバティブ

法務部
法務
ドキュメンテーション
資料課

IT

の個々の貢献の明確化、
また人員の勤労意欲を高め

者です。平均年齢は40.5歳で、25歳から64歳までの

る方法として、全職員
（社長、内部監査人および雇用

幅があります。

されている協同組合持分保有者代表を除きます。）

当該年度中の病気休暇率は2.3％でした。

は、変動的パフォーマンス・システムに組込まれます。
当該システムは、貸付業務を以外の全ての部門にお
いて価値を高めるという公社独自の方向性、事業お
よび関心に基づいています。
職員構成

2008年度末現在、公社は44名の従業員を擁し、
この
うち22名が女性、22名が男性でした。大多数が、経
済および法律の分野で学位レベルの教育を受けた

平均年齢

病欠休暇率（％）
2.3 %

全体平均：40.5歳
女性22名平均：39.7歳
男性22名平均：41.3歳
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経営報告

経営報告
公社の一般的な情報

スウェーデン地方金融公社（以下「公社」
といいます。）
は、スウェーデン地方金融協同組合（以下「協同組
合」
といいます。）の完全所有子会社であり、かかる組
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
（地方自治体）
です。
公社の目的は、協同組合の組合員の資金調達の
ために長期的な好条件を提供することです。かかる目
的は、競争力のある貸付け、債務管理および効率的
な財務管理に寄与するその他のサービスの利用の
提供によって達成されます。
公社は、協同組合の組合員および組合員が持分
の過半数を保有する関係会社にのみサービスを提
供します。
事業の範囲は、主に協同組合の組合員の人数お
よび組合員の金融ニーズ、ならびに公社の長期的な
好条件で貸付けを提供する能力に影響を受けます。
すなわち、後者について言えば、公社は、国内および
国際資本市場での自らの資金調達において好条件
を取得できることが前提となっています。
公社は、地方自治体部門の資金調達の一般条件
に関連する課題に関して、
当該部門の特別利益組織
でもあります。
公社は、信用専門会社であり、スウェーデン金融
監督局に規制されています。
市場

2008年は、世界の金融市場の例外的な大混乱に特
徴付けられます。金融システムの安定性および金融
機関の支払能力を取り囲む不透明感は、組織間で
の明らかな貸し渋りをもたらしました。同様に、金融
システムにおける貸付け状況は、個人、企業および公
共機関の借入の機会に影響を与えました。現在の市
場状況において、公社は、強く要求される、安定性お
よび借手の保護を提供します。公社のスウェーデン自
治体の資金調達窓口機関としての役割およびその高
い信用力がかかる点に寄与しています。
年 間を通して、協同組 合は1 3 名の新 組 合員を
受け入れました。公社は従って2008年度末、223名
（2007年度末現在：210名）の組合員を擁し、その
うち216名（2007年度末現在：203名）がコミューン
であり、7名（2007年度末現在：7名）がランスティン
グでした。
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業績

営業利益（割当、移転および税引前利益）は、75.3
百万クローネ
（2007年度：30.7百万クローネ）に上
りました。昨年度比で、営業利益は145％増加し、
これは貸 付 額の増 加およびマージンの改 善に起
因するものです。割当、移転および税引き後の利益
は、44.5百万クローネ
（2007年度：24.1百万クロー
ネ）
に上りました。
純 利 息 利 益は、1 5 2 . 1 百 万クローネ（ 2 0 0 7 年
度：79.6百万クローネ）に増加しました。かかる改善
は、貸付額の増加およびマージンの改善を伴った下
半期の力強い成長に起因し、単に上半期の弱い純利
息利益を相殺するにとどまりませんでした。
発行された有価証券の買戻しおよび金融商品の
売却は、
「 金融取引純利益／損失」において認識さ
れ、数字上41.3百万クローネ
（2007年度：28.5百万
クローネ）寄与しました。
損益計算書に報告された未実現の市場価値変
動は-2.7百万クローネ
（2007年度：7.8百万クロー
ネ）に上り、
「 金融取引純利益／損失」において認識
されています。
金融取引純利益／損失は予想される利益への
影響である-25.8百万クローネも含み、
リーマン・ブ
ラザーズ・ホールディングズ・インクおよび関連企業
（以下「リーマン・ブラザーズ」
といいます。）の破たん
に付随するデリバティブ契約の置換に起因するもの
でした。
業務利益（市場価値変動の影響を除いた利益）
は78.0百万クローネ（2007年度：22.9百万クロー
ネ）
に上りました。
費用は87.4百万クローネ
（2007年度：80.6百万
クローネ）に上りました。かかる費用の増加は、主に
人件費の増加に起因するものでした。
貸倒損失

貸倒損失はありませんでした
（2007年度：なし）。
現在まで、公社は業務において貸倒損失を被った
ことはありません。
財政状態

総資産は貸付額の大幅な増加の結果、1,427億クロ
ーネ
（2007年度：1,099億クローネ）
に増加しました。
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貸付け

準備金は9.5百万クローネ
（2007年度：-5.4百万ク

2 0 0 8 年 度 末 現 在の貸 付 金は1 , 0 4 7 億クローネ

ローネ）
でした。

（ 2 0 0 7 年 度：7 7 9 億クローネ）に上りました。名目
ベース（実際に貸付けされた額）では、貸付金は前
年度比で32%増加して1,030億クローネ（2007年
度：778億クローネ）
でした。かかる貸付けの増加は、
下半期における、公社の組合員の強い要求による貸
付けの力強い成長に起因するものです。
それまで銀
行から融資された大量の貸付額が公社に移転され
ました。

株式資本
年次総会による取締役会への授権に基づき、株式
資本は2008年度中、37.8百万クローネ（2007年
度：45.8百万クローネ）の新株発行により増加しま
した。目的は、協同組 合の新 規 組 合員からの参 加
資本を移転することによって公社の財政基盤を強
化することです。かかる移転は、参加組合員の増加
に伴い定 期 的に実 施されてきました。株 式 資 本は

投資

236.7百万クローネ
（2007年度：198.9百万クロー

2008年度末時点において、公社は貸付けを予想し

ネ）、2,367,000株（2007年度：1,989,000株）に

て219億クローネ
（2007年度：259億クローネ）
を流

なりました。

動性準備金として投資していました。かかる投資は主
に高い信用力を有する利付証券で、少なくともA2（ム
ーディーズ）
およびA（スタンダード・アンド・プアーズ）
の格付けを得ているものから構成されています。
この
うち57％
（2007年度：51％）が政府保証付のコミュ
ーン／ランスティングまたは金融機関への投資です。
公社には、米国のサブプライム市場向けの直接
のエクスポージャーも、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
高もありません。
借入れ
2 0 0 8 年 度 末 現 在の借 入 金は1 , 3 1 5 億クローネ
（2007年度：982億クローネ）
でした。
デリバティブ
正の市場価値および負の市場価値をもつデリバティ
ブはそれぞれ161億クローネ
（2007年度：59億クロ
ーネ）および107億クローネ
（2007年度：113億クロ
ーネ）
でした。
資本
2008年度末現在、資本は総額460.6百万クローネ
（2007年度：372.4百万クローネ）でした。当期利
益に加え、資本は、売却可能金融資産として分類さ
れる資産の市場価値変動によっても影響を受けまし
た。かかる資産においては未実現の市場価値変動は
公正価値準備金に直接計上されています。公正価値

キャピタル・カバレッジ
キャピタル・カバレッジ比 率 は 、3 . 3 5（ 2 0 0 7 年
度：1.81）に上りました
（注記23をご参照下さい。）。
５年間の要約については、48－49ページをご参照
下さい。
格付け

2002年4月以降、公社はムーディーズから最高の信
用スコアAaaを得ており、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。
2008年度中または
年度終了後に起こった
重要な出来事

2008年の金融大混乱は、短期市場金利の劇的変動
をもたらしました。同時に、公社の顧客の間では変動
金利に対する需要が強まりました。
長期的に競争力のある変動短期金利商品の条
件を提供する目的のもと、2008度の上半期の財務
戦略は、欧州の資本市場向けの短期貸付けプログラ
ムによって補完されました。下半期には、国内市場向
けに同様のプログラムが開始されました。
どちらのプ
ログラムも肯定的に受け止められました。
リーマン・ブラザースの破たんは2008年度最後
の四半期にわたり、人々の金融システムにおけるリス
クの見解およびその流動性資産へのアクセスに明ら
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かな影響を及ぼしました。公社には大口の貸付金額
が導かれ、公社は組合員にとっての「最後の貸し手」
としての機能を果たすこととなりました。
すべての組合
員の資金需要が満たされました。
リスクおよび不確実性

業務において、公社はその利益、財政状況、将来の見
込みまたは目標を達成する機会に悪影響を与える可
能性のあるいくつかのリスクおよび不確実性に直面

します。
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、かかる競争力のある状況および公社の競
争的優位性の発展の仕方に影響を与える可能性が

会計原則の変更および営業規則の適用時における
かかる変更の影響
国際財務報告基準IAS39およびIFRS７は、2008年

10月に改正されました。
これらの改正は、金融商品を
再分類する機会を提供します。
公社は、いくつかの投資を売却可能金融資産か
ら貸付金および債権に再分類することにしました。か
かる再分類によって、公正価値準備金が66.4百万
クローネの影響を受けました
（注記22をご参照下さ
い。）。再分類は、
自己資本には影響を与えておらず、
自己資本の基礎となるエクスポージャーの額にもわ
ずかな影響しかありません。
グループ補助金

あります。公社がもしも有能な従業員を採用および保

公社は、協同組合へのグループ補助金12.5百万クロ

持することができなかった場合、公社の競争力およ

ーネを支払います。
これにより、協同組合が組合員に

び発展の機会が制限される可能性があります。公社

対して８年連続で組合員支給持分の付与を行うこと

の所在地に鑑み、資源への制限されたアクセスもリス

が可能となります。年次総会により協同組合の理事

クになります。

会の提案が承認された場合、付与額は参加持分の

従業員および環境

2008年度中、従業員数は6名増え、
当該度末現在で
は合計44名でした。経営陣に対する報酬および給付
の原則ならびにプロセスについては、注記7をご参照
下さい。
公社は、
スウェーデン環境法に基づく許可を必要
とする業務は何ら行っていません。公社は、2009年
初めに取締役会で討議される予定の環境に関するポ
リシーを準備しています。
2009年度の見通し

公社の事業コンセプトに対する関心が高まってお
り、2009年度も協同組合に新たな組合員が増える
予定です。組合員数の増加と貸付額の増加に歴史的
な相互関係があるため、かかる組合員の増加は貸付
けの増加に寄与すると期待されています。同時に、
自
治体部門の新規投資等の要因は、組合員の借入れ
要件に影響を与える可能性があります。現在の市場
の大勢下、公社は競争力のあるローン商品を提供す
る十分な機会があると考えられています。
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3.5％に相当します。
また、
スウェーデン地方金融公社
の取締役会は、親団体である協同組合に対する新株
発行の提案を予定しています。新株発行額は協同組
合における組合員支給持分の付与の予定総額に相
当します。
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リスク管 理
信用リスクとカウンターパーティ・リスク

公社のリスク管理の基本原則は、
リスクの観点から、

このリスクは、顧客またはカウンターパーティが合意

借入と貸付の条件が一致していることです。事業に

された時点までにその義務の履行を行うことができ

おいて発生するリスクを極小化しまたは除くことが目

ないことによる損害のリスクです。

的です。

公社のカウンターパーティの動向を継続的に分
析し監視することは、
リスクを最小限に抑制するため

公共部門の一員として、公社はスウェーデンの地方
自治法第2章第7条に従い、投機的でリスクの高い
取引を禁ずる立場をとらねばなりません。
リスク管理のための組織および責任

公社の規則および手続は、体系的かつ確実なリスク
管理を確保するよう設定されています。取締役会は、

リスク・エクスポージャーおよびリスク管理に包括的
な責任を負い、金融業務についての公社の包括的な
リスク方針および指示を決定します。
取締役会は、
キャピタル・カバレッジおよび流動性
準備金の包括的な目標ならびに信用に関するカウン
ターパーティ・リスクおよび市場リスクについての公
社のエクスポージャーの方向や限度について決定し
ます。公社社長は事業活動をフォローし、取締役会
が決定した方針および指示の枠組み内でのその遂
行を確保することに責任を負います。
公社内部の独立した地位を有する分離されたス
タッフ部門が、業務の継続的な統制を監視します。
こ
の部門は、公社の総合的なリスク
（リスクの監視）に
包括的かつ共同で責任を負い、社長および取締役会
に報告を行います。
リスク・リサーチ担当部門は、市場
リスク、流動性リスク、信用リスクおよびカウンターパ
ーティ・リスクの継続的な監視・分析を管理し実施す
ることに責任を負います。
この部門は、社長に対して
毎日、
また取締役に対しては毎月、報告を行います。
公社がその事業運営において遭遇し管理する必
要があるリスクは以下のリスクです。
信用リスクとカウンターパーティ・リスク
流動性リスク
市場リスク
オペレーショナル・リスク

の活動の重要な要素です。貸付業務のために、
コミ
ューンおよびランスティングはそれぞれ、協同組合へ
の参加が承認される前に審査されます。組合員の動
向はその後は半年ごとに、所定のモデルに準じて審
査されます。
リサーチのプロセスの一環として、取締
役会は毎年、組合員ごとに貸付限度を設定していま
す。貸付限度は一般的なもので、各組合員の連結借
入れをベースとしています。組合員個別での貸付限度
は審査の上、
引き上げられます。貸付限度の引上げは
通常、剰余価値を持つ資産によって判断されます。
カウンターパーティは、財務力に従って評価され、
類似する取引者と比較されます。
このリサーチは、市
場の状況が変化した場合に、カウンターパーティの
約定履行能力について完全な見通しを提供すること
を企図したものです。信用審査グループの活動には、
承認されたカウンターパーティや金融商品について
の制限の廃止または導入を提案することも含まれま
す。
月次の報告に加え、信用審査グループはすべての
カウンターパーティの動向につき、公社の取締役会
に対し報告を少なくとも年に1回行わなければなりま
せん。
公社の信用リスク・エクスポージャー総額は「注
記３」の項に表示されています。2008年12月31日現
在、信用リスク・エクスポージャーの76％
（前年は72
％）はスウェーデンのコミューンおよびランスティング
に対するもの、16％
（前年は23％）
は国およびその他
の有価証券発行体に対するもの、
８％
（前年は５％）
がデリバティブのカウンターパーティに対するものと
なっています。
信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクは、以
下の３つに分類されます。
・ 貸付に伴うリスク
・ 貸出されていない資産に投資する際のリスク
・ デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク
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貸付に伴うリスク

デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク

カウンターパーティは親団体（スウェーデン地方金融

カウンターパーティは金融機関です。

協同組合）の組合員およびそれらが持分の過半数を

カウンターパーティ・リスクは、信用度の高いカウ

所有する関係会社であり、貸付はそれらに対しての

ンターパーティと契約し、担保とされる資産を要求す

み行われます。組合員はすべて、公社の約定に対する

ることにより制限されます。借入れおよび貸付けの契

連帯保証状に署名します。持分所有者である組合員

約条件がマッチしない場合に生じる市場リスクを抑

は常に、
それらが持分の過半数を所有する関係会社

制するため、
リスク管理手段はデリバティブ契約の形

に対して保証を付します。
したがって、組合員であるコ

で用いられます。

ミューンおよびランスティングが公社の貸付すべてを

デリバティブ取引のカウンターパーティとして承認

支えていることになります。キャピタル・カバレッジの

されるためには、カウンターパーティは、国際的に認

観点から、
コミューンおよびランスティング部門のリス

められた信用格付機関の一つから少なくともＡ／安

ク・ウェートは０％です。

定的な信用格付を有していなければなりません。
カウ

貸出されていない資産に投資する際のリスク
カウンターパーティは金融機関です。
このリスクは、投資資産の損失および価値の変動で
構成されます。
リスクは、投資先を信用度の高いカウ
ンターパーティのみに限ることにより抑制されます。

ンターパーティの信用格付は、公社が契約の償還期
間、仕組みおよび許容リスク・エクスポージャーに関
する承認を準備する上での決定要因でもあります。
カウンターパーティ・リスクがある取引の
重要性の増大

信用度の高いカウンターパーティとは、国際的に認め

カウンターパーティ・リスクは2008年に徐々に増大

られた格付機関の１つにより少なくともＡ／安定的

し、
リーマン・ブラザーズの破産に関してピークを迎え

なレベルの格付けを得ているものでなければなりま

ました。1年を通して、多くのカウンターパーティが格

せん。投資の大部分が政府保証付の金融機関を主

下げされ、継続的にネガティブな見通しとなっていま

要な投資先とするものであり、かかるカウンターパー

す。
カウンターパーティ・リスクのエクスポージャーは、

ティは通常最上位の信用格付を有しています。
リスク

スウェーデン・クローネ安ならびに不安定な株式およ

は、投資の期間が最長でも5.5年であることからも抑

び原材料市場によっても増大しました。

制されています。
また取締役会のガイドラインでは、公

この動向により、公社は一部のカウンターパーテ

社は有価証券への投資を様々な業態のカウンターパ

ィを事業対象範囲外とすることとなりました。
デリバテ

ーティと地域的に異なるカウンターパーティに分散す

ィブについて、新たなカウンターパーティは、公社と当

るよう図ることと規定されています。
カウンターパーテ

該カウンターパーティがCSA契約（信用補完契約）

ィのリスク・ウェートは０％もしくは20％です。

の提供のための条件につき同意しない限り、承認さ
れません。

2008年12月31日現在の格付け別投資資本
Aグループ、13％

2008年12月31日現在の発行者別投資資本57.9%

AAAグループ、36％

銀行（オーストラリア
および日本）1.8 %
銀行（欧州）

17 .7 %
AAグループ、51％
銀行（北欧地域）

21.0 %

出所：スウェーデン地方金融公社
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出所：スウェーデン地方金融公社

銀行（北米）1.6 %

国関連および
地方自治体 57.9%
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早期償還の権利

またカウンターパーティの信用度が低下するか否か

公社は国際スワップ・デリバティブズ協会（ISDA）の

が要素となります。かかる担保は、
キャピタル・カバレ

会員であり、
デリバティブ契約を調印する際、公社は、

ッジの観点からリスク・ウェートがゼロとみなされる

カウンターパーティの信用格付が所定のレベル以下

国債で構成されています。CSAの目的は、受取債権を

に引下げられた場合、契約を期間中に解約できる権

カバーする一方、同時に、カウンターパーティとの取

利を有することとしています。取締役会のガイドライン

引範囲を拡大します。

では、公社はデリバティブ契約を様々な業態のカウン

公社のデリバティブ契約に基づく約定の範囲は
「

ターパーティと地域的に異なるカウンターパーティに

注記３」の項に示されています。名目元本金額でみる

分散するよう図ることと規定されています。
このリスク

と、
デリバティブ契約の63％
（前年は88％）が認めら

は、
カウンターパーティがその約定を履行できない場

れた格付機関の１つから少なくともAAの信用格付

合に被る損失です。

を有するカウンターパーティとのものとなっています。

リスク・エクスポージャーは、市場で同等の契約

残りの契約について、公社は通貨および金利の基本

を締結する際のコストにあたります。かかるコストは

的なデリバティブだけを締結しており、かかる契約は

契約毎に計算され、契約当事者に対するリスクとみ

すべて短いデュレーションのものです。2008年12月

なされます。受渡リスクは、信用リスクとカウンターパ

31日現在、公社は48.19億スウェーデン・クローネに

ーティ・リスクの一形態であるともいえます。
これはカ

相当する、
カウンターパーティからの担保を有してい

ウンターパーティが証券取引または決済取引を履行

ました。
この担保は、
ドイツ、
フランス、
デンマークおよ

できないリスクです。
したがって、取引に着手する前

びスウェーデンの各国家により発行された証券によ

に、公社は常に、最初にその約定を履行するのがカウ

って構成されています。

ンターパーティとなるようにするか、
または当事者双
方が同時に約定の履行をせざるを得ない方法を用

流動性リスク

います。

このリスクは、資産が合理的な価格で売却できない

デリバティブにつき取得される担保

は損失のリスクです。

際の必要な資金を借り入れる非常に高いコストまた

デリバティブの価値の変動により生じるリスク負担を

最も簡単に表せば、流動性リスクは資金の不足に

抑制するため、公社は、CSAと呼ばれる信用補完契

なります。資本市場における資金調達の機会が制限

約をデリバティブのカウンターパーティと締結します。

されるまたは調達コストがかかり過ぎるといった期間

これらにより公社は、一定の条件下では追加の担保

中であっても貸付けに対するニーズを満たすため、取

提供を要求する唯一の権利を得ます。追加の担保が

締役会は基本流動性準備金を総資産の下限４％か

提供される時期およびその金額を決定するには、締

ら上限６％までとするよう決定しました。
また、翌12ヵ

結したデリバティブ契約の価値の変動が契約であら

月間の貸付需要をカバーすべく、過剰流動性として

かじめ定められたエクスポージャーを上回るか否か、

の投資があります。資産および負債の残存期間に関

2 0 0 8 年12月31日現在のカウンターパーティ別
デリバティブ契約の受取債権
デリバティブ・プログラム

12%

銀行（欧州）、41 %
銀行（北欧地域）

19 %

銀行（北米）、28 %

出所：スウェーデン地方金融公社
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経営報告

する公社の流動性エクスポージャーは、
「 注記３」の

もたらされる純利息収益において継続的に生じます。

項に表示されています。
キャッシュフロー分析でも公

公社は、
リターンを継続的にスウェーデン・クローネ

社の流動性の状況が示されています。

に交換することにより、
このリスクを抑制します。

市場リスク

オペレーショナル・リスク

公社がエクスポージャーを有する主要な市場リスク

コンピュータ障害等の内部原因または犯罪等の外

は金利および外貨為替リスクです。

生的影響に伴う予期せぬ金融損失または信用関連

ポートフォリオ水準で抑制される金利リスク
金利リスクは、投資資産の固定金利期間と関連する
資金調達の固定金利期間がマッチしないことにより
生じます。公社の業務上、公社の資産（貸付け）
と負債
（資金調達）を包括的にマッチさせることは、個々の
ポジションによっては常に可能とは限りません。
その
代わりに、金利リスクはポートフォリオ水準で抑制さ
れています。
これは、二つの資産（例えば、一つは毎日
の固定金利が付され、
もう一つは6ヵ月の固定金利
のもの）
を3ヵ月の固定金利の負債とマッチさせること
で可能となります。いかなる測定点におけるポートフ
ォリオのリスク
（エクスポージャー）
も、
イールドカーブ
が１パーセントポイント平行に変化することに対して
10百万クローネを超過する
ことはできません。2008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
ント平行に変化することに対して701,000スウェーデ
ン・クローネ
（前年は3,208,000スウェーデン・クロー
ネ）
でした。
外貨交換が為替リスクを抑制
為替リスクは、貸借対照表上で特定の外貨建の資産
および負債がありその金額がマッチしない場合に生
じます。為替リスクは、外貨建の投資のリターンから
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損失のリスクです。
オペレーショナル・リスクに対する公社の取組み
は主に内部環境に重点を置いています。公社が最も
直接に影響を与えられるのが内部環境であるため
です。
この一例が法的リスクです。
これは、
ドキュメン
テーションが不十分なものであることなど、法的理
由により契約が履行できないことに伴う損失のリス
クです。
オペレーショナル・リスクを内部で低減するため
の主な点は以下のとおりです。
・ 二重性原則－１件の取引につき、
すべてのプロセ
スを１人だけで取扱うことはありません。
ビジネス
フローに携わる異なる部門から、通常は少なくと
も３名を置きます。
・ 適切な技能と経験－各従業員は最新の情報およ
び技術をもって十分な備えをしています。予定外
のリスクが生じないよう、
リスクを計算し管理する
ための適切な技能が必要です。継続的な研修を
通じて職員の適性を高めさせることが、かかる取
組みにおいては重要な手段です。
・ 技能の尊重－内部統制では、従業員がそれぞれ
の個別の作業分野におけるリスクに責任を感じ、
また責任をとること、および技能・技能分野がそ
れぞれ尊重されることを必要としています。
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損益計算書および貸借対照表

損益計算書
１月１日から12月31日まで
（単位：千クローネ）			

注記

2008年

利息収益				

4,727,197

3,792,707

利息費用				

純利息収益			

-4,575,122

-3,713,097

4

152,075

79,610

支払手数料			

5

-3,633

-3,126

金融取引純利益			

6

13,942

34,181

その他営業収益				

2007 年

営業収益合計				

336

600

162,720

111,265

一般管理費			

7

-80,582

-75,868

有形資産減価償却費			

16

-1,630

-1,602

その他営業費用			

8

-5,174

-3,093

-87,386

-80,563

75,334

30,702

-11,636

544

費用合計				
			
営業利益				
処分			
9

当期利益にかかる公租公課			
10
当期利益				

-19,158

-7,120

44,540

24,126
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損益計算書および貸借対照表

貸借対照表
12月31日現在
（単位：千クローネ）			

注記
2008年
資産
現金				
3
担保適格国債 			
11
1,879,588
金融機関に対する貸付金			
3
2,439,973
貸付金 			
12
104,658,088
債券およびその他利付証券			
13
17,631,604
株式および出資持分			
14
323
関連会社株式および出資持分			
15
504
デリバティブ 			
3
16,094,288
有形資産			
16
4,415
その他資産				
25,925
前払費用および未収収益				
3,744
資産合計				
142,738,455
					
負債、
引当金および資本			
金融機関に対する負債			
3
5,390,191
有価証券 			
3
126,106,103
デリバティブ			
3
10,675,017
その他負債			
17
40,421
未払費用および前払収益				
13,499
引当金			
18
402
負債および引当金合計				
142,225,633
				
非課税準備金			
19
52,169
資本				
460,653
制限資本 		
株式資本（１株当り額面100クローネ、2,367,000株）				
236,700
法定準備金				
17,473
非制限資本					
公正価値準備金				
9,461
繰越利益				
152,479
当期利益				
44,540
資本合計				
460,653

負債、
引当金および資本合計				
142,738,455
					
備忘項目					
その他担保提供資産			
20
323
偶発債務				
None

2007年
5
5,598,771
2,513,814
77,937,698
17,748,327
146
504
5,863,772
3,184
249,051
2,284
109,917,556

4,627,355
93,561,362
11,275,184
32,223
8,294
182
109,504,600
40,533
372,423
198,900
17,473
-5,429
137,353
24,126
372,423
109,917,556

146
None

債務					

- 担保提供貸付金				
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1,752,688

3,107,975

31
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資本変動表

資本変動表
資本変動に関する影響額を示しています。
2008年

制限資本
株式資本

法定
準備金

公正  
価値
準備金

198,900

17,473

-5,429

（単位：千クローネ）

2008年１月１日現在の前期繰越資本

資本
合計

非制限資本
繰越
利益

137,353

当期  
利益

24,126

372,423

						
余剰金処分

0

0

0

24,126

-24,126

0

売却可能金融資産：					
資本の部に直接計上された再測定額

0

0

22,941

0

0

損益計算書における処分の認識

0

0

-3,764

0

0

-3,764

貸付金および債権としての再分類

0

0

-18,050

0

0

-18,050

22,941

						
貸付金および債権						
売却可能金融資産からの再分類

0

0

18,050

0

0

18,050

当期減価償却費

0

0

-4,287

0

0

-4,287

						
当期利益
公社の持分保有者との取引を除く
資本変動合計

新株発行
グループ補助金

0

0

0

0

44,540

44,540

0

0

14,890

24,126

20,414

59,430

37,800

0

0

0

0

37,800

0

0

0

-12,500

0

-12,500

資本の部に直接計上された
税金項目				
2008年12月31日現在の次期繰越資本

236,700

2007年

17,473

9,461

制限資本
株式資本

法定
準備金

3,500		
152,479

44,540

資本
合計

非制限資本
公正  
価値
準備金

3,500
460,653

繰越
利益

当期
利益

127,715

17,882

299,099

-17,882

0

（単位：千クローネ）				

2007年１月１日現在の前期繰越資本

153,100

17,473

-17,071

					
余剰金処分

0

0

0

17,882

売却可能金融資産：						
資本の部に直接計上された再測定額

0

0

9,314

0

0

9,314

損益計算書における処分の認識

0

0

2,328

0

0

2,328

						
当期利益
公社の持分保有者との取引を除く
資本変動合計

新株発行
グループ補助金

0

0

0

0

24,126

24,126

0

0

11,642

17,882

6,244

35,768

45,800

0

0

0

0

45,800

0

0

0

-11,450

0

-11,450

資本の部に直接計上された
項目の税額				
2007年12月31日現在の次期繰越資本

198,900

17,473

-5,429

3,206		
137,353

24,126

3,206
372,423
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キャッシュ・フロー計算書

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：千クローネ）		
期首流動資産残高				

2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

780

139,753

営業活動					

営業利益				

75,334

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整（注１）				

4,271

-3,956

税金の支払い 				
営業活動における資産および負債の増減前の

-3,938

-15,264

営業活動からのキャッシュ・フロー				

75,667

11,482

利付証券の増減				

4,381,533

4,591,863

30,702

貸付金の増減				

-25,373,971

-11,652,793

その他資産の増減				

212,292

-2,349,927

その他負債の増減				

10,050

7,459,011

営業活動からのキャッシュ・フロー 				

-20,694,429

-1,940,364

					
投資活動					

有形固定資産の売却／処分				

–

163

有形固定資産の取得				

-2,861

-1,593

投資活動からのキャッシュ・フロー				

-2,861

-1,430

					
財務活動					

有価証券の増減				

20,392,484

787,052

金融機関に対する負債の増減				

618,508

978,213
45,800

新株発行				

37,800

グループ補助金の支払い				

-11,450

-8,244

財務活動からのキャッシュ・フロー				

21,037,342

1,802,821

340,052

-138,973

				
当期のキャッシュ・フロー				

					
期末現金および現金同等物残高
（注２）				

340,832

780

キャッシュ・フロー計算書には現金主義会計が適用されており、当期営業利益および貸借対照表期首残高の増減を
ベースとし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。
			
（注１）
キャッシュ・フローに含まれない項目の調整				

減価償却費				

1,630

1,602

発生主義原価の増減				

1,034

2,483

金融資産の増減による為替レート差額				

-1,063

-286

未実現の市場価値				

2,670

-7,755

合計				

4,271

-3,956

（注２）
当該項目はすべて現金預金です。
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注記

注記
（特に記載のない限り、金額はすべて千クローネ単位で表示されています。)

1スウェーデン地方金融公社に関する情報

本年次報告書はスウェーデン地方金融公社（登録番号 5562814409）
の2008年12月31日に終了した年度についてものです。
スウ
ェーデン地方金融公社はエーレブローに所在します。
その住所は

将来における会計原則：国際会計基準審議会による新規改正基準

ならびに国際赤十字赤新月社によるステートメント

2008年以降に効力を生じることになる新基準及びその適用指針

のうち、以下が公社の将来の年次報告書に影響する可能性がある

エーレブローのP.O. Box 124, S-701 42です。

とみられています。
						

年次報告書は、2009年２月25日に取締役会によって承認されてま

IAS（国際会計基準）第１号（改正後） 財務諸表の表示

した。損益計算書および貸借対照表は、2009年４月2日の年次総
会で承認される予定です。

（2008年12月17日EU承認済）

改正基準は、2007年の９月に公表され、2009年１月１日以降に開
始する会計年度から適用されます。同基準は、既存保有者間の取

2 会計原則

引による資本変動とその他の変動に基づく資本変動を区別します。

公社の年次報告書はスウェーデンの信用機関および証券会社の

まれます。所有者取引以外の資本の変動は、資本の変動の上位の

会計基準および法令の遵守

年次会計に関する法(以下「ÅRKL」
といいます)、
ならびに信用機関
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
規則および一般ガイドライン(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、E Uにより承 認されたすべての国 際 財 務 報 告
基準(IFRS)およびステートメントには、ÅRKLの規定の範囲内

株主資本変動計算書には、所有者取引に関連する詳細のみが含
明細書で同等のレベルにて表示されます。
かかる基準はまた、単一
の明細書かまたは二つの連続した明細書に収益および費用に関す
るすべての記録を表示した
「当該期間に認識された全損益の明細
書」制度を導入します。公社はまだ一つまたは二つの明細書のどち
らを使用するかを結論づけていません。

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。
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す。
会計原則の変更

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。
外貨建取引

公社の機能通貨はスウェーデン・クローネ(SEK)です。外貨建取引

国際会計基準審議会は秋にIAS第39号およびIFRS第７号を変更

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

しました
（EU内でも同変更の適用が承認されています。）。同変更

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

では、資産が近い将来における購入または買戻しの意思を有さず

為替レートで機能通貨に換算されています。換算為替レートの違

に保有されている場合に一定の条件の下で金融資産を売却可能

いは、損益計算書にて認識されます。

金融資産から分類し直すことを許可しています。
さらに、今日では資
産が「貸付金および債権」
の定義を満たしている場合（すなわち、売
却可能金融資産として分類されておらず、会社が金融資産を予想
しうる将来または満期まで保有する意思がありかつ能力を有してい
る場合）
の売却可能金融資産からの再分類も許可されています。
この１年間、公社は売却可能金融資産から投資を分類し直す
ことを選択しました。公社は、資産を予想しうる将来または満期ま
で保有する能力および意思があるという結論に達しました。
これら
の投資は貸付金および債権としての基準を満たしており、
この分類
に分類し直されました。かかる再分類は2008年11月10日に実施
されました。11月１0日現在での投資の公正価値は、
同日現在の経
過利息計算済みの資産の購入価格の合計となります。商品の売却
可能金融資産から貸付金および債権への再分類に関連した公正

利息収益および利息費用

以下の利息収益および利息費用は損益計算書において示され
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

–

デリバティブに対する利息

–

借入金に対する利息

支払手数料

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、

価値の価格差は、
その商品の残存期間に振り分けられます。

受けたサービスに対する費用です。

機能通貨および表示通貨

金融取引純利益

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。金額はすべて、特に記載のない限
り、千クローネ未満は四捨五入されています。

「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
価値変動を包括しています。金融取引純利益は以下を含みます。
–

損益を通じて公正価値で測定される資産および負債の未実現
の公正価値変動
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–

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

公社の財務書類作成のための基本的な測定原則

金融資産および金融負債は、公正価値で測定される金融資産を除
き、以下のとおり償却原価で認識されています。
金融商品

資産として貸借対照表で認識される金融商品には、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
よび資本に関連する金融商品には、有価証券、
デリバティブおよび
その他の金融負債が含まれます。
貸借対照表における認識および貸借対照表からの除去

金融資産または金融負債は、公社が商品の契約当事者となる場合
には、貸借対照表において認識されます。
金融資産は、契約上の権利が実現された時点、期限が到来し
た時点、
または公社がこれらの支配を失った時点で、貸借対照表
から除かれます。金融資産の部分についても同様の処理がなされ
ます。金融負債は、契約上の義務が履行された時点または別の方
法により消滅した時点で、貸借対照表から除去されます。金融負債
の部分についても同様の処理がなされます。
金融資産および金融負債は、金額を相殺するための法的資格
が整っている場合、
および純額で項目の均衡を図る意向、
または資
産の実現と負債の決済を同時に行う意向がある場合に限り、相殺
され、貸借対照表において純額として認識されます。
金融商品の取得および売却は、取引日
（つまり、公社が金融商
品の取得または売却を約定する日）
に計上されます。
分類および測定
金融商品を最初に認識するときは、一部はその目的に基づき分類
されますが、FFFS2008:25に固有の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測定される金融資産

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、売却可能金融資産および当初認識時に公社が
この分類に分類したその他の金融資産という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
ッジ会計には含まれない正の公正価値をもつデリバティブと流通
在庫に含まれる投資から成ります。
２つ目のサブグループは公社の貸付金と金利ヘッジのデリバテ
ィブを伴う投資から成ります。
公社が貸付金と金利ヘッジのデリバティブを伴う投資をこの
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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
して生じる誤解を招く会計関係を是正するためです。借入れおよび
貸付け/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、
リスク管理手段はデリバティブ契約の形で用いられます。
デリバティブを損益を通じて公正価値で測定しその関連する貸付
金/投資を公正価値で測定しなかったならば誤解を招く会計関係
が生じることになります。
貸付金および債権

貸付金および債権は、
は固定的または確定的な支払いを伴う資産
です。
これらの資産は償却原価で測定されます。
これらの金融資産
は支払予定額の現在価値、
すなわち貸倒れを控除して認識されま
す。
またこれは公社が売却可能金融資産から分類し直した投資も
含んでいます。注記22をご参照下さい。
売却可能金融資産

この売却可能金融資産の分類には、
その他の分類に分類されない
金融資産が含まれます。公社については、公社の流通在庫に含ま
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
への投資がこれに含まれています。貸付金および債権に分類し直さ
れた利付証券もこの分類で従前は報告されていました。注記22を
ご参照下さい。
この分類の資産は、継続して公正価値で測定され、価値変動
が資本の部で公正価値準備金において認識されています。評価減
や為替レート差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。
公正価値準備金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、従前は資本の部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。
損益を通じて公正価値で測定される金融負債

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。
金融ヘッジのために保有されるがヘッジ会計には含まれない
負の公正価値をもつデリバティブが含まれます。
その他の金融負債

支払勘定等、公社の借入金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。

デリバティブおよびヘッジ会計
上記概要のように、公社の借入金は当初は償却原価で認識されて
います。年次会計に関する法では、
負債のいかなる部分も金融商品
へのヘッジを行っていない場合に負債を公正価値で測定すること
が認められていないためです。
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または複数の金融商品でヘッジを行っている負債の公正価
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値にはヘッジ会計を適用しています。公社はヘッジ手段として金利
および為替のスワップを利用しており、負債は、商品がヘッジする
構成要素に関しては損益を通じて公正価値で測定されています。
負債およびヘッジ関係にない負債の一部は償却原価で認識され
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負債
は償却原価で認識され、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。
ヘッジ関係の一部を成すデリバティブは、損益計算書を通じて
公正価値で認識されています。
金融商品の信用損失および評価減

各報告日において、公社は、
１または複数の事由（損失事由）が資

従業員給付

退職後給付
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）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は有しません。
掛金建（確定拠出）制度に係る公社の債務は、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て得られた
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。

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

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

資産グループに関して予想される将来キャッシュ・フローに影響を

社長に対しては別途の取決めによる年金約定を提供しています。年

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

金約定は、株式および出資持分に認識される養老保険に投資され

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

ています。
かかる保険はまた、年金約定の担保に供されています。
負

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

債においては、年金約定は引当金として認識されています。

回復する可能性に悪影響を及ぼすもの、
かつ 2)売却可能金融資

これらの保険料の年間費用は注記７に記載されています。

産として分類される金融投資への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です. 2008年12月31日現在、公社
は評価減の必要性はないとみています。

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。

有形資産

有形固定資産は、将来の経済的便益が公社にもたらされることが
見込まれ、資産原価が確実に測定されうる場合、貸借対照表にお
いて資産として認識されています。
有形固定資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上され
ています。
有形固定資産の認識価額は解体または売却の際に、
または資
産の使用、解体または売却から将来の経済的便益が見込まれない
場合、貸借対照表から除去されています。資産の売却または除去か

また、施設管理費、研修費、IT関係費、通信費、出張旅費および交
際費が含まれています。
処分

処分は、非課税準備金の積立ておよび取崩しにあたります。
公租公課

当期にかかる公租公課には当期税額および過年度に関連する税
額が含まれています。

ら生じる可能性のある損益は、売却価格と売却直接原価控除後の
資産の認識価額との差異となります。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ベースで計
上されています。
見積耐用年数：
– 設備

５年
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3 金融リスク
信用リスク・エクスポージャー

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

貸借対照表
項目に関する
有価証券の
価値  

有価証券に対する信用						

有価証券
控除後の
信用リスク・エクス
ポージャー総額

国および地方自治体の保証		

104,658,088

0

104,658,088

0

104,658,088

合計 		

104,658,088

0

104,658,088

0

104,658,088

							
有価証券							

公的機関によるもの				

- AAA		

0

0

0

0

0

- AA		

1,879,588

0

1,879,588

0

1,879,588

- A		

0

0

0

0

0

その他の発行体によるもの							

- AAA		

7,637,556

0

7,637,556

0

7,637,556

- AA		

9,589,482

0

9,589,482

0

9,589,482

- A		

2,844,539

0

2,844,539

0

2,844,539

合計		

21,951,165

0

21,951,165

0

21,951,165

						
デリバティブ							

- AAA		

7,789,724

0

7,789,724

0

7,789,724

- AA		

6,556,965

0

6,556,965

2,261,798

4,295,167

- A		

1,747,599

0

1,747,599

2,557,572

0

合計		

16,094,288

0

16,094,288

4,819,370

12,084,891

			
債務							

担保提供貸付金		

1,752,688

0

1,752,688

0

1,752,688

合計							
信用リスク・エクスポージャー総額		

144,456,229
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0

144,456,229

4,819,370

140,446,832
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償還情報

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

要求払い

契約残存期間

残存期間
３ヵ月未満

残存期間
３ヵ月以上
１年未満

残存期間
１年以上
5年未満

残存期間 期間がないもの
5年以上

認識
合計

						

資産					

現金

3						

3

担保適格
国債 				
金融機関に対する貸付金

1,838,150			

1,838,150

2,437,652						

2,437,652

貸付金 		

28,830,768

10,242,108

48,196,176

15,740,165		 103,009,217

債券および
その他利付証券		

2,396,394

3,098,241

デリバティブ		

27,953,320

55,695,262

12,179,551			
128,493,750

17,674,187

32,443,787		 244,586,118

その他資産						

34,911

34,911

資産合計

34,911

369,580,238

2,437,655

59,180,482

69,035,611

190,707,627

48,183,952

							
負債							

金融機関に対する負債		

608,668		

1,385,967

3,220,480		

5,215,115

デリバティブ		

27,353,624

55,339,243

125,468,831

29,188,992		 237,350,689

有価証券		

29,770,586

22,288,608

55,830,109

18,557,986		 126,447,289

その他負債						

54,322

54,322

資本						
資本および

512,822

512,822

567,144

369,580,238

負債合計

0

57,732,878

77,627,851

182,684,907

50,967,458

身計上の担保提供貸付金

1,752,688						

差異合計

2,437,655

1,447,604

-8,592,240

8,022,721

-2,783,507

-532,233

0

残存期間 期間がないもの
5年以上

認識
合計

認識値－契約残存期間
流動性エクスポージャー

要求払い

契約残存期間

残存期間
３ヵ月未満

残存期間
３ヵ月以上
１年未満

残存期間
１年以上
１年未満

						

資産					

現金

3						

3

担保適格
国債 				
金融機関に対する貸付金

1,879,588			

1,879,588

2,439,973						

2,439,973

貸付金 		

13,511,431

10,618,872

54,504,699

26,023,086		 104,658,088

債券および
その他利付証券		

2,402,163

2,787,962

デリバティブ		

942,571

2,010,570

12,441,479			
8,977,915

4,163,232		

17,631,604
16,094,288

その他資産						

34,911

34,911

資産合計

34,911

142,738,455

2,439,976

16,856,165

15,417,404

77,803,682

30,186,318

負債								

金融機関に対する負債		

615,767		

1,402,814

3,371,610		

5,390,191

デリバティブ		

647,949

1,790,119

5,070,074

3,166,875		

10,675,017

有価証券		

29,704,588

22,006,580

58,224,706

16,170,228		 126,106,103

その他負債						

54,322

54,322

資本						
資本および

512,822

512,822

567,144

142,738,455

負債合計

0

30,968,304

23,796,699

64,697,594

22,708,714

身計上の担保提供貸付金

1,752,688						

差異合計

2,439,976

-14,112,140

-8,379,295

13,106,088

7,477,604

-532,233

0
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注記

金利固定期間、
金利エクスポージャー

		名目キャッシュ・フロー
資産および負債の
金利固定期間―
金利エクスポージャー

残存期間
３ヵ月未満

残存期間
３ヵ月以上
１年未満

残存期間
１年以上
5年未満

残存期間
5年以上
10年未満

残存期間
10年以上

利息が
付かないもの

帳簿価額
合計

資産								

現金

3						

3

担保適格
国債

700,000		

金融機関に対する貸付金
貸付金

1,138,150				

1,838,150

2,437,652						

2,437,652

62,846,737

7,211,815

27,475,467

5,243,746

231,452		 103,009,217

債券および
その他利付証券
デリバティブ

11,881,066

1,343,833

139,602,409

39,299,499

4,449,288				
55,302,145

8,041,486

17,674,187

2,340,580		 244,586,118

その他資産						

34,911

34,911

資産合計

34,911

369,580,238

217,467,866

47,855,147

88,365,049

13,285,232

2,572,032

						
負債							

金融機関に対する負債
有価証券
デリバティブ

1,848,171

310,820

601,992

1,977,975

35,645,195

28,413,636

54,460,524

6,063,512

1,864,423		 126,447,289

476,157		

5,215,115

176,542,613

21,842,312

33,490,762

5,243,551

231,452		 237,350,689

その他負債						

54,322

54,322

資本						
資本および

512,822

512,822

負債合計

214,035,979

50,566,768

88,553,278

13,285,037

2,572,032

567 144

369,580,238

3,431,888

-2,711,621

-188,229

195

0

-532,233

0

エクスポージャー累計額

為替リスク

認識値
主要外貨建の
資産および負債
（額面金額）

スウェーデン・
クローネ

ユーロ

米ドル

日本円

デンマーク・
クローネ

その他の
通貨

公正価値
調整額

合計

274,925

609,515

1,566,344

-2

1,062

-47

-11,821

2,439,976

103,838,681						

819,407

104,658,088
19,511,192

資産

金融機関への貸付金
貸付金
利付証券

6,827,202				

-226,069

827						

0

827

デリバティブ							

16,094,288

16,094,288

株式および出資持分
その他資産
資産合計

金融機関に対する債務

3,868,063

9,041,995

26,171

7,370

108,008,667

9,658,880

68		
8,393,614

482,025

1,702,285

192,842

有価証券

36,315,401

9,231,016

36,023,196

デリバティブ

70,719,128

-1,276,118

489,636

11,519

59

108,006,190

9,668,701

8,387,657

-2

5

470

0

34,084

1,067

423

16,675,805

142,738,455

175,076

5,390,191

8,363,927

2,837,963			
10,075,090

20,336,865

5,760,609

126,106,103

-27,828,440 -11,202,578

-10,075,127

-20,336,865

10,675,017

10,675,017

687

101

39

65,103

0

64

39

16,675,805

その他負債
（資本を含む）
資本および
負債合計

567,144
142,738,455

								
資産および負債の差異

2,477

-9,821

5,958

-2

1,003

384

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）

								
-982
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596

0

100

38		

39

40

注記

4

7 一般管理費

純利息収益

利息収益

2008年

2007年

金融機関に対する貸付金の利息収益

14,582

8,730

貸付金の利息収益

3,329,731

2,785,573

利付証券の利息収益

1,382,371

998,063

その他
合計

513

341

4,727,197

3,792,707

うち、損益を通じて公正価値で
測定されない金融項目の利息収益

15,095

9,071

利付証券の利息費用
その他
合計

4,824

2,306

4,569,794

3,710,020

504

771

4,575,122

3,713,097

5,328

5,561

うち、損益を通じて公正価値で
測定されない金融項目の利息費用
純利息収益合計

152,075

79,610

その他手数料
合計

21,505

- 変動的パフォーマンス報酬

2,420

-

- 社会保険費用

9,180

7,771

- 年金費用

3,232

3,395

- 教育／研修費

1,434

1,572

- その他人件費

4,327

2,234

44,268

36,477

人件費合計
その他一般管理費

2008年

2007年

- 出張旅費

2,570

4,364

- IT費用

5,092

5,302

- コンサルタント費用

8,692

9,405

- 臨時／契約雇用者費用

2,701

2,484
3,416

- 格付費用

3,766

- ロイター

2,640

2,377

- 賃借料および施設管理費用

1,830

1,749

- 年次報告書および中間報告書

1,644

3,356

- その他

7,379

6,938

管理費合計

合計

2008年
有価証券仲介手数料

2007年

23,675

その他一般

5 支払手数料
支払手数料

2008年

- 給与および報酬

			

利息費用		

金融機関に対する負債の利息費用

人件費

2007年

36,314

39,391

80,582

75,868

取締役に対する報酬

313

311

3,256

2,802

2008年度中、取締役会は８名の取締役（2007年度：８名）
で構成

64

13

3,633

3,126

され、
うち４名が女性（2007年度：３名）
でした。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。取締役会会長は、400,000クローネの固定
報酬を受取りました。同副会長は、70,000クローネの固定報酬お
よび取締役会１回当り8,000クローネとする変動報酬を受取りまし
た。他の取締役は、30,000クローネの固定報酬および取締役会１
回当り8,000クローネとする変動報酬を受取りました。

6

金融取引純利益

自己債券の買戻しによる金額
利付証券
その他金融商品
未実現の市場価値の変動
為替レートの変動
合計

2008年

トミー・ペーション

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン

2008年

2007年

26,390

28,469

3,764

-2,328

ローレンツ・アンダーション

アルフ・エグナフォーシュ

シャーシュティン・リュディング
アンナ・フォン・クノーリング

-14,605
-2,670

7,755

1,063

285

13,942

34,181

インゲマル・アルセルード

アン-シャーロッテ・ステンキル
合計

2007年

400

–

158

152

134

113

134

106

136

106

134

94

78

–

102

–

1,276

571

測定分類別の純利益／損失

2008年

2008年

損益計算書を通じたもの 資本の部に対するもの

損益を通じて公正価値で測定される金融資産
取引資産

2007年

損益計算書を通じたもの

2007年

資本の部に対するもの

1,473,485

0

-431,737

0

-755,058

0

523,131

0

売却可能金融資産

3,764

1,127

-2,328

11,642

貸付金および債権

0

13,763

0

0

112,380

0

-499,114

0

27,453

0

28,754

0

4,003,595

0

341,692

0

損益を通じて公正価値で測定される金融負債
償却原価で測定される金融負債
公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段である
デリバティブの公正価値の変動
公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに
関するヘッジ項目の公正価値の変動
合計

-4,851,677

0

73,783

0

13,942

14,890

34,181

11,642
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注記

上級役員に対する報酬

社長に対する報酬は取締役会により決定されています。社長に
対する報酬は、固定給およびその他の給付から成ります。社長
は、2,410,000クローネ
（2007年度：2,350,000クローネ）
を受
取りました。社長に対する年金費用は580,000クローネ（2007
年度：553,000クローネ）に上り、
これらは保険によりカバーされ

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社長お
よび取締役会による経営の審査、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。
その他の作業
はすべて、
その他業務に含められています。

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。当該債務には法令遵守・保護が含まれます。年金
は権利が確定したもの、つまり、将来の雇用を条件とするもので
はありません。
退職金についての約定はありません。公社から退職が要求さ
れた場合、社長は通知後24ヵ月間給与を受取ります。新たな職に
就いた場合、支払われる給与はそれに応じて減額されます。

8 その他営業費用
2008年
保険費用
通信・情報

511

4,742

2,471

その他営業費用

副社長に対する報酬は、固定給および変動報酬から成ります。

合計

2007年

362
70

111

5,174

3,093

副社長は1,239,000クローネを受取り、
うち変動報酬は144,000
クローネに上りました。副社長に対する年金費用は245,000クロー
ネに上りました。新たな職に就いた場合、給与の18ヵ月分である退

9 処分

職金は、新たな収入の金額に応じて減額されます。
経営に携わる他の上級役員合計２名（2007年度：４名）
（女性
１名（2007年度：３名）
および男性１名（2007年度：１名））
に対す
る報酬は、基本給、変動報酬およびその他の給付から成ります。
こ
れらの者に対する報酬の合計額は1,048,000クローネ
（2007年
度：3,390,000クローネ）
に上り、
うち変動報酬は146,000クローネ
に上りました。年金債務は保険契約を通じてカバーされています。

2008年

2007年

年度中の従業員数（平均）

41

37

– うち女性数

22

19

病気休暇
全従業員に関する病気休暇合計は標準労働時間の2.30％
（2007年
度：1.27％）
でした。女性の病気休暇合計は3.45％
（2007年度：1.78
％）
で、
男性の病気休暇合計は0.99％
（2007年度：0.73％）
でした。60
日以上の病気休暇合計の割合は9.32％
（2007年度：0.00％）
でした。
年齢別病気休暇

2008年

29歳以下

2007年

*

*

30歳―49歳

2.46

0.90

50歳以上

1.56

2.66

＊スウェーデンの法令の特別条項により報告がなされていません。かかる条
項では、
「区分」における従業員数が10名以下の場合、
または情報が個人に
帰属しうる場合には、情報を公表する必要がないことが規定されています。
「
区分」
とは、年齢区分および、年齢区分中の男女別構成の双方を指します。
監査人に対する報酬および経費

2008年

2007年

監査業務

801

1,248

その他業務

772

186

–

69

アーンスト・アンド・ヤング（Ernst & Young AB）

オーリングス・プライスウオーターハウスクーパース
（Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB）
監査業務
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2008年

2007年

繰延税準備金への移転

-18,640

-4,687

繰延税準備金の取崩し

7,004

5,231

-11,636

544

2008年

2007年

合計

10 公租公課
損益計算書において認識されるもの

当期税金費用

19,158

7,120

認識税金費用合計

19,158

7,120

実効税額の調整

2008年

2007年

%		

%

2008年
税引前損益		

63,698		

2007年
31,246

実勢税率による
税額

28.0%

17,835

28.0%

8,749

2.2%

1,379

1.8%

566

-0.1%

-57

-6.9%

-2,171

0.0%

0

-0.1%

-23

30.1%

19,158

22.8%

7,120

非控除
費用
非課税
収益
過年度
税額
認識

実効税額

資本に対して直接計上される税金項目

			
グループ補助金の受取り／支払いに対する当期税額

2008年

2007年

3,500

3,206

3,500

3,206

41

42

注記

11 担保適格国債
2008年

購入

公正		

価額

価値

認識値

購入
価額

2007年

公正
価額

認識値

担保適格国債等							

- スウェーデン国債

0

0

0

3,403,164

3,402,843

3,402,843

- スウェーデンの地方自治体の債券

1,834,106

1,871,150

1,879,588

2,188,559

2,195,928

2,195,928

合計

1,834,106

1,871,150

1,879,588

5,591,723

5,598,771

5,598,771

44,941			

2,942

-3,502			

-33,371

額面金額を上回る認識値から
生じるプラスの差額			
額面金額を下回る認識値から
生じるマイナスの差額			

			

認識価額が公正価値と異なる理由は、後者が貸付金または債権に再分類され
た資産を含むためです（注記22をご参照下さい。）。
これらは償却原価で認識さ
れています。

12 貸付金
貸付金とは、コミューン、ランスティングならびにかかるコミューンおよびラ
ンスティングが所有する関係会社に対する貸付金をいいます。貸付総額の約
44％(2007年度：48％)が協同組合の組合員であるコミューンおよびランステ
ィングに対して直接供与されています。残りはかかる地方自治体が保証する
関係会社に対するものであり、主に地方自治体の住宅供給会社(42％(2007
年度：41％))およびその他の地方自治体が保証する関係会社(14％(2007年
度：11％))向けです。		

13

債券およびその他利付証券
購入

債券およびその他

価額

2008年

公正		
価値

認識値

購入
価額

2007年

公正
価額

認識値

1,901,126

利付証券

- スウェーデンの住宅金融機関

1,296,259

1,297,269

1,297,269

1,899,395

1,901,126

- その他のスウェーデンの発行体

2,050,876

2,064,643

2,068,472

2,443,066

2,454,150

2,454,150

- その他の海外の発行体

13,971,732

14,211,711

14,265,863

13,354,724

13,393,051

13,393,051

合計

17,318,867

17,573,623

17,631,604

17,697,185

17,748,327

17,748,327

304,791			

56,496

-14,778			

-118,725

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額			
額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額			

認識価額が公正価値と異なる理由は、後者が貸付金または債権に再分類され
た資産を含むためです（注記22をご参照下さい。）。
これらは償却原価で認識さ
れています。
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注記

18

14 株式および出資持分
2008年

2007年

養老保険

323

146

株式および出資持分合計

323

146

年金および類似の債務に
対する引当金      

15 有形資産‐設備

従業員向け約定に対する引当金

402

182

合計

402

182

2008年

2007年

–
3,214
4,906
13,770
6,952
4,687
18,640
52,169

7,004
3,214
4,906
13,770
6,952
4,687
40,533

19 非課税準備金

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：556581-0669

繰延税準備金

2003年の査定税額

16 有形資産‐設備

2004年の査定税額
2005年の査定税額

2008年

2007年

前期繰越取得価額

6,429

6,622

当期の投資

2007年の査定税額

2,861

1,593

2008年の査定税額

0

-1,786

2009年の査定税額

9,290

6,429

前期繰越減価償却費

-3,245

-3,266

当期減価償却費

-1,630

-1,602

当期中の売却／処分
次期繰越所得価額

2006年の査定税額

非課税準備金合計

20 担保提供資産

売却／処分設備
減価償却費の調整
次期繰越減価償却費
期末現在の
見積り残存価値

		
2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

0

1,623

-4,875

-3,245

4,415

3,184

2008年

2007年

養老保険

323

146

合計

323

146

17 その他負債
2008年

2007年

親団体に対する負債

12,500

11,450

その他負債

27,921

20,773

合計

40,421

32,223

21 関連当事者
密接な関係

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（姉妹会社）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。
				
密接な関係

スウェーデン地方金融協同組合
スウェーデン地方不動産会社
アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社

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

2008年

202

0

2007年

242

0

2008年

55

2007年

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

0

192

12,500

0

242

11,450

1,576

0

0

397

0

1,518

0

55

380

2008年

0

3,928

0

0

470

2007年

0

4,291

0

901

0

関連当事者との取引は市場状況に従い価格設定されています。
経営幹部との取引

経営幹部に対する給与、その他の報酬および年金については、注記７をご参照下さい。
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その他
（出資、
持分等）

43

44

注記

22 金融資産および金融負債
損益を通じて

公正価値で測定される

損益を通じて

金融資産－

公正価値で測定される

として指定されたもの

売却可能なもの

当初認識時にかかる資産

金融資産－

損益を通じて

公正価値で測定される
貸付金および債権

金融負債－

売却可能金融資産

売却可能なもの

2008年

現金および中央銀行との勘定残高
担保適格国債
金融機関に対する貸付金
貸付金

0

0

3

0

0

403,506

0

696,497

779,585

0

0

0

340,830

2,099,143

0

104,658,088

0

0

0

0

5,185,376

2,060,610

5,361,094

5,024,524

0

0

4,038,233

0

0

0

債券および
その他利付証券
デリバティブ
その他資産
合計

0

0

25,606

0

0

110,246,970

6,098,843

6,424,030

7,903,252

0

金融機関に対する負債

0

0

0

0

0

有価証券

0

0

0

0

0

デリバティブ

0

0

0

0

3,528,061

その他負債

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

3,528,061

2007年									

現金および中央銀行との勘定残高

0

0

5

0

0

担保適格国債

0

0

0

5,598,771

0

金融機関に対する貸付金

0

0

776

2,513,038

0

77,937,698

0

0

0

0

貸付金
債券および
その他利付証券

0

0

0

17,748,327

0

デリバティブ

0

793,874

0

0

0

その他資産
合計

0

0

239 767

0

0

77,937,698

793,874

240,548

25,860,136

0

金融機関に対する負債

0

0

0

0

0

有価証券

0

0

0

0

0

デリバティブ

0

0

0

0

2,113,074

その他負債

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

2,113,074

金融機関に対する負債および有価証券についての帳簿価額は、償却原価で

担保適格国債、債券およびその他の利付証券についての帳簿価額は公正価

計上される負債（ヘッジ関係の一部でない負債）および公正価値による負債

値とは異なりますが、
これは売却可能金融資産から貸付金および債権へと

（ヘッジ関係の一部である負債）から成ります。公正価値は簿価とは異なり

再分類がなされたためです。

ますが、
これは公正価値が上記両方の分類の公正価値に関連しているため
です。

再分類

2008年11月10日に、従来は売却可能金融資産に分類されていた

		

2008年12月31日                          2008年11月10日

利付証券が、貸付金および債権へと再分類されました。売却可能

認識値

金融資産からの再分類が行われたので、資本の部で公正価値準
備金において認識された価格変動によって損益計算書が影響を
受けることはありません。再分類が行われていなければ、2008年
12月31日時点の公正価値準備金より66,418,000クローネマイナ
スの影響を受けていたことになります。再分類された資産について、
損益計算書では11月10日以降25,253,000クローネの利息収益
を計上しています。

公正

価値

認識値

公正

価値

その他
利付証券

6,057,591 5,991,173

6,078,148 6,078,148

すべての資産は質が高く、
ほとんどの部分はリスク・ウェートがゼロ
であり、利息支払は予定通りなされ、公社は額面価額を期日に受け
取ると予測しています。
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注記

ヘッジ会計に

その他負債

おいて利用される
デリバティブ

公正価値

帳簿価額合計

0

0

3

3

0

0

1,879,588

1,871,150

0

0

2,439,973

2,439,973

0

0

104,658,088

104,658,088

0

0

17,631,604

17,573,623

0

12,056,055

16,094,288

16,094,288

0

0

25,606

25,606

0

12,056,055

142,729,150

142,662,731

担保適格国債、債券およびその他の利付証券
公正価値は、発行体のリスク・ウエート
（発行体のリスク・ウエー
トが0%であるか、20%であるかまたは地方自治体であるかにより
ます。）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・
フローを割引いたものです。
ヘッジ会計に含まれないデリバティブ

5,390,191

0

5,390,191

5,388,515

公正価値は、
デリバティブに適用あるスワップ・レートの気配値で

126,106,103

0

126,106,103

126,161,011

0

7,146,956

10,675,017

10,675,017

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

36,864

0

36,864

36,864

131,533,158

7,146,956

142,208,175

142,261,407

引いたものです。
デリバティブは、正の市場価値ををもつ場合には
資産として認識され、
負の市場価値をもつ場合には負債として認識
されます。公社のデリバティブ商品でヘッジ会計に含まれないもの
は、金利スワップと為替スワップで構成されています。公社のデリバ

									
0

0

5

5

0

0

5,598,771

5,598,771

0

0

2,513,814

2,513,814

0

0

77,937,698

77,937,698

0

0

17,748,327

17,748,327

0

5,069,898

5,863,772

5,863,772

0

0

239,767

239,767
109,902,154

ティブについての詳細は、注記3をご参照下さい。
借入金および借入れデリバティブ

（ヘッジ会計に含まれるデリバティブ）
借入金およびスワップの受取側の公正価値は、借入れの形態に基
づく評価モデルによって測定されています。
かかる価値は、対応する
デリバティブにつきカウンターパーティにおける公正価値を比較す

0

5,069,898

109,902,154

4,627,355

0

4,627,355

4,626,993

ることによって継続して調整されます。
デリバティブの支払側は、
スワ

93,561,362

0

93,561,362

93,527,196

ップの関連する信用スプレッドを考慮に入れ、適用あるスワップ・レ
ートの気配値で測定されています。
デリバティブは、正の市場価値を

0

9,162,110

11,275,184

11,275,184

31,131

0

31,131

31,131

98,219,848

9,162,110

109,495,032

109,460,504

もつ場合には資産として認識され、
負の市場価値をもつ場合には負
債として認識されます。
公社のデリバティブ商品でヘッジ会計に含まれるものは、金利

公正価値の測定

公社の金融商品は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、一般に承認され確立された測定手法
で市場価値は定められます。測定手法は、入手可能な市場の情報
を最大限の活用すること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
ならびに第三者から示された価格を基礎としています。
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
た割引率によって、予測される将来キャッシュ・フローを割引いたも
のです。
この測定方法は、新規貸付け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。
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スワップと為替スワップで構成されています。公社のデリバティブに
ついての詳細は、注記2をご参照下さい。
その他の金融資産および金融負債
公正価値はそれぞれの額面価額です。残存期間が６ヵ月未満の債
権または支払債務については、帳簿価額は公正価値を反映するよ
う考慮されています。
重要な仮定および不確実性
2008年度中、市場は混乱していました。公社が使用してきた測定
手法は、現実をもっともよく反映するものです。測定手法または基礎
となる市場データが変更されることは、損益および未実現の市場
価値に関する連結財務諸表に大きな変更をもたらす可能性があり
ます。
しかしながら、公社は満期まで資産および負債を保有する意
図を有しております。

46

注記

23 キャピタル・カバレッジ

新しい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

キャピタル・カバレッジ

以下のとおりです。

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、公社の自己資本（資本）
について、一方では信
用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに対する所要自
己資本を含む所定の最低所要自己資本を良好な利ざやでカバーす
ること、同時に資本評価のために選んだ原則に従い業務上認識さ
れるその他のリスクに対しては所要自己資本の見積額を包括するこ
とが必要とされています。上記最低水準の所要自己資本を超える自
己資本（第1の柱）
については、見積額は下記の他のリスク
（第2の
柱）
に割り当てられています。
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、戦略的リスクです。公
社は、
キャピタル・カバレッジの内部基準値を設けており、
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特別
なリスクのみでなく、第1の柱および第2の柱に沿ったすべてのリスク
も包括されています。
この基準値は取締役会の同意なしに引き下げ
ることはできません。
スウェーデン地方金融公社は、今後数年間の自己資本の額に
関する計画（資本計画）
を持っており、以下に基づくものとなって
います。
- リスク・プロファイル
- 発生確率および財務上の影響に鑑みて認識されるリスク
-「ストレス・テスト」
およびシナリオ分析
- 予想される業務拡大および資金調達機会、
および
- 新しい法令やその他の外部要因
資本計画を見直すことは、年間の業務計画および予算に関するス
ウェーデン地方金融公社の取組みに不可欠の部分です。計画はリ
スクを正確に評価し、公社の真のリスク・プロファイルおよび所要自
己資本を反映できるように、年１回もしくは年ごとの見直しが実施
される際に請求によりフォローアップされます。
総合的な評価の中で取締役会は、合理的方法により認識され
たリスク
（第1の柱および第2の柱）
の結果として生じる所要自己資
本について現在の自己資本の範囲でカバーされるとしました。公社
の初の正式なICAAP報告はスウェーデン金融監督局によって承認
されています。
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においてご覧いただけます。
スウェーデン地方金融公社は、
本年次報告書において自己資本
比率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。
これらの規則に従った情報は、
スウェー
デン地方金融公社のホームページ、www.kommuninvest.seでも

融公社の法定の所要自己資本の概要ならびに項目ごとの詳細は

自己資本の基本的項目

株式資本
法定準備金

2008年

2007年

236,700

198,900

17,473

17,473

繰越利益

152,479

137,353

当期利益

44,540

24,126

非課税準備金(72％)

37,561

29,181

488,753

407,033

120,794

207,186

正味自己資本
所要自己資本合計

標準的手法
流通在庫リスクに対する所要自己資本
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本
為替リスクに対する所要自己資本
所要自己資本合計

キャピタル・カバレッジ比率

5,948
19,190

16,932

99

919

146,031

225,037

3.35

1.81

自己資本

自己資本には取締役会が提案した利益処分が含まれています。
所要自己資本
標準的手法に従った信用リスク

1. 国および中央銀行向けエクスポージャー

2008年

2007年

0

0

2. 地方自治体ならびに同等の
協同組合および地方政府向け
エクスポージャー

3. 金融機関向けエクスポージャー
4. 事業法人向けエクスポージャー
5. その他の項目
信用リスクに対する所要自己資本合計

0

0

119,150

206,265

320

320

1,324

601

120,794

207,186

2008年

2007年

流通在庫リスク

金利リスク		

- 特定リスク

5,154

0

- 一般リスク

794

0

5,948

0

2008年

2007年

19,190

16,932

19,190

16,932

2008年

2007年

99

919

流通在庫リスクに対する
所要自己資本合計

オペレーショナル・リスク

基礎的指標手法
所要自己資本
合計

為替リスク

為替リスク
為替リスクに対する
所要自己資本合計
最低所要自己資本合計
立ち上げ資本

99

919

146,031

225,037

9,320

9,320

ご覧いただけます。
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クリスティン・ラップ「Backlight」
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5年間の要約

5年間の要約
2008年

2007年

2006年

2005年

重要な指標(2004年－2008年)
成長性					
貸付金(変動率：％)
34.3
16.7
17.8
11.0
純利息収益(変動率：％)
91.0
-20.6
9.5
16.8
					
連結					

2004年

3.4
20.0

(資本および非課税準備金)
対総資産 (％)

0.36

0.38

0.30

0.31

0.33

					
収益指標					

管理費用対貸付金(％)

0.083

0.103

0.120

0.109

0.104

管理費用対総資産(％)

0.061

0.073

0.079

0.068

0.079

					
効率性					

管理費用／従業員(単位：千クローネ)
変動率（％）
貸付金／従業員(単位：千クローネ)
変動率（％）

2,131

2,177

2,113

1,760

-2.1

3.0

20.1

12.2

1,569
-0.3

2,552,636

2,106,424

1,758,208

1,621,093

1,503,397

21.2

19.8

8.5

7.8

-2.7

					
資本利益率					

税引後営業利益対平均資本

12.06

6.34

7.43

16.29

7.55

					
収益対費用比率(I/E)					

(純利息収益および
その他営業収益)対総費用

1.7

1.0

1.3

1.5

15

					
その他の情報					

従業員数

41

37

38

35

34
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5年間の要約

2008年
2007年
2006年
2005年
損益計算書		 			
純利息収益
152,075
79,610
100,214
91,504
支払手数料
-3,633
-3,126
-4,080
-3,806
金融取引純利益
13,942
34,181
12,632
26,043
その他営業収益
336
600
1,042
3,831
収益合計
162,720
111,265
109,808
117,572

2004年

一般管理費

-80,582

-75,868

-74,535

-57,604

-49,413

減価償却費

-1,630

-1,602

-2,084

-1,807

-1,634

その他営業費用

-5,174

-3,093

-3,686

-2,192

-2,386

-87,386

-80,563

-80,305

-61,603

-53,433

費用合計
営業利益

78,373
-2,704
-1,948
1,514
75,235

75,334

30,702

29,503

55,969

21,802

処分(純額)

-11,636
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-3,595

-11,595

-2,722

公租公課

-19,158

-7,120

-8,026

-12,798

-5,503

当期利益

44,540

24,126

17,882

31,576

13,577

貸借対照表
現金
担保適格国債
金融機関に対する貸付金
貸付金
債券およびその他利付証券
株式および出資持分
関連会社株式
デリバティブ
有形資産、設備
その他資産
前払費用および未収収益
資産合計

金融機関に対する負債
有価証券
デリバティブ

		 			
3

5

1

1

1,879,588

5,598,771

6,349,315

10,518,887

0
5,175,618

2,439,973

2,513,814

2,680,563

3,109,722

1,705,395

104,658,088

77,937,698

66,811,917

56,738,251

51,115,491

17,631,604

17,748,327

21,567,302

18,116,466

8,716,646

323
504
16,094,288

146			
504

504

504

504

5,863,772			

4,415

3,184

3,356

3,151

3,599

25,925

249,051

3,067,005

2,043,157

616,513

3,744

2,284

694,089

618,308

650,304

142,738,455

109,917,556

101,174,052

91,148,447

67,984,070

5,390,191

4,627,355

3,618,393

3,424,562

1,800,503

126,106,103

93,561,362

93,388,186

84,738,299

64,682,421

10,675,017

11,275,184			

その他負債

40,421

32,223

3,105,578

2,019,697

623,238

未払費用および前受収益

13,499

8,294

755,206

678,953

652,479

年金および類似の債務に対する引当金
負債合計

非課税準備金
資本
負債および資本合計

402
142,225,633

182			
109,504,600

100,867,363

90,861,511

52,169

40,533

41,077

37,482

25,887

460,653

372,423

265,612

249,454

199,542

142,738,455

109,917,556

101,174,052

91,148,447

67,984,070

					
1. 比較対象となる年度の数値は2006年度会計原則に基づいており、
それ以前のものは従前の会計原則に従っています。			
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提案された利益処分および署名

剰余金充当
取締役会および社長は、
		

所要自己資本の見積もりをも包含することを求めて

当期利益

44,540,009

います。

繰越利益

152,479,485

公社の提案された利益の配分後のキャピタル・

9,460,834

カバレッジ比率は、3.35％
（前年：1.81％）
となりまし

206,480,328

た。提案された利益の配分後の自己資本は489百万

公正価値準備金
合計

を以下のように配分することを提案しています。
繰越金額

206,480,328

クローネ
（前年：407百万クローネ）
となり、最終的な
最低所要自己資本は146百万クローネ（前年：225
百万クローネ）
となりました。項目の詳細については、
キャピタル・カバレッジの注記に記載しております。

キャピタル･カバレッジおよび重要エクスポージャー
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・リスクについての所要自己
資本合計に対応する程度の自己資本を保有し、か
つ、同自己資本が公社の内部資本評価ポリシーに
基づき業務上認識されるその他のリスクに対する

公社の財政状況は、公社が短期および長期でそ
の義務を全うすることができるという評価以外に影
響を与えるものではありません。
公社の業績および一般事項に関する情報に関し
ては、関連する注記も併載しております損益計算書
および貸借対照表をご参照下さい。

公社は、年次報告書が一般に認められた会計原則に従い作成されていること、公社の業務、財政状況および
業績の発展に関する真実かつ公正な見通しを提供すること、
ならびに公社を取り囲む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認めます。
年次報告書は、前記のとおり、2009年２月25日の取締役会によって発行につき承認がなされました。公社
の損益計算書および貸借対照表は、2009年４月２日の年次総会での承認を受けるものとします。

2009年２月25日、
スウェーデン、
エーレブロー
トミー・ペーション
取締役会会長

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会副会長

インゲマル・アルセルード

ローレンツ・アンダーション

アルフ・エグナーフォーシュ

アンナ・フォン・クノーリング

シャーシュティン・リュディング

アン-シャーロッテ・ステンキル

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者
監査報告書は2009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
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監査報告書

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

年次株主総会

算書類の情報の全般的な表示に関する評価も含ま

御中

れます。我々は、責任解除についての意見の根拠とし
我々は、2008年会計年度のスウェーデン地方金融

て、公社の取締役または社長の活動が公社に不利

公社の年次計算書類、会計記録および、取締役会お

益を生じさせていないかどうか判断するため、公社

よび社長による経営につき監査しました。公社のかか

によりなされた重要な決定、活動および情状を精査

る計算書類および経営ならびに年次計算書類の作

しました。我々はまた、
その他いかなる方法でも会社

成における信用機関および証券会社の年次会計に

法、銀行・金融業法、信用機関および証券会社の年

関する法の適用は、公社の取締役会および社長との

次会計に関する法令または公社定款に違反してい

責任のもとにあります。我々の責任は、我々の監査に

ないかどうか精査しました。我々は、我々の監査が以

基づき、公社の年次計算書類および経営に関し意見

下の我々の意見に対して合理的根拠を与えているこ

を表明することです。

とを確信しています。

我々は、スウェーデンにおいて一般に認められる

年次計算書類は信用機関および証券会社の年

監査基準に従い監査を実施しました。かかる基準に

次会計に関する法に従い作成されており、公社の財

より、年次計算書類に重大な誤謬がないことを我々

政状態および経営成績をスウェーデンにおいて一般

が合理的に確信できるように監査を計画し実施す

に認められる会計原則に従い真正かつ公正に示して

ることが要求されています。監査には、当該計算書

います。法定経営報告は年次計算書類の他の部分と

類の金額および開示を裏付ける証拠の試査が含ま

整合しています。

れます。監査にはまた、採用された会計原則と公社

我々は年次株主総会に対して、損益計算書お

の取締役会および社長によるその適用の検討なら

よび貸借対照表を承認すること、法定経営報告にお

びに年次計算書類の作成において取締役会および

いてなされた提案に従い利益を処分すること、
ならび

社長が行った重要な見積りの検討、および年次計

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。

2009年２月25日、
スウェーデン、
エーレブロー

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

れました。文書／判断基底、手続き／情報を検証し、

ーデン地方金融公社の業務を精査しました。

役員および公認会計士と討議することによって、
その

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に基づく業務執行

意見および調査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。

に責任を持っています。一般監査人の義務とは、業務

我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的に

運営および管理を精査し、年次総会の指令に従い業

納得のいくかたちで行われ、公社の内部管理が十分

務執行がなされているか検証することです。

であったと考えております。

当該検証は、
スウェーデン会社法に基づいて行わ

2009年２月25日、
スウェーデン、
エーレブロー

バーブロー・シャーンストレム

アニタ・ボーマン
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス(企業統治）報告書 −
スウェーデン地方金融公社
法的には、
スウェーデン地方金融公社(以下「公社」
と

次総会では、以下の者が選任委員会の委員に選任さ

いいます。）は、信用専門会社として金融事業を実施

れました。

する有限責任会社です。事業はスウェーデン金融監
督局による監督を受けています。非上場会社のため、

選任委員会の委員

公社は、スウェーデンのコーポレート・ガバナンス規

アネット・オーケション、1966年生

範の対象ではありません。公社は、
スウェーデンの地

ボースタード・コミューン執行委員会議長

方自治体部門のための資金調達窓口機関として責
任ある役割を担い、積極的にコーポレート・ガバナン
スを推進します。

アンダーシュ・セーデル、1951年生

リンデスベリィ・コミューン野党、
コミューン管理官

公社はスウェーデン地方金融協同組合の全額所
有子会社であり、協同組合が公社の単独所有者とな
っています。
その結果、実際のコーポレート・ガバナン

ケネット・カールソン、1952年生

ファリエランダ・コミューン執行委員会第一副議長

スの重要部分は、
スウェーデン地方金融協同組合の
年次総会によって実施されます。協同組合の年次総
会は持分保有者固有の評議会です。協同組合の年

シャーシュティン・ショーストレーム、1955年生

ノードマーリング・コミューン執行委員会委員

次総会で任命された２つの委員会、つまり選任委員
会および監査委員会の委員が、
これに続くスウェーデ
ン地方金融公社の年次総会で、公社の選任委員会
および一般監査人としても任命されます。

ニクラス・ショーベリィ、1964年生

スクループ・コミューン執行委員会議長
アンダーシュ・ベリィローヴ、1961年生

選任委員会

フレーン・コミューン執行委員会第一副議長

同組合の年次総会で任命されます。同委員は、協同

エリザベス・ラッセン、1953年生

選任委員会の委員７名は、
スウェーデン地方金融協
組合の組合員であるコミューンまたはランスティング
の信任を受けた個人でなければなりませんが、協同
組合の理事会から独立していなければなりません。
協同組合により任命された選任委員会は、公社の取
締役、取締役会会長および同副会長の選任について
の提案ならびにそれらの報酬についての提案を提出
することに責任を負っています。同委員会は、公社の
業務の性質・内容に関連してスウェーデン金融監督
局が要求する技能を公社の取締役が有していること
とする原則に基づき、基準の概要に従って進められ
ています。
選任委員会は、一般監査人の選考およびそれら
の報酬についての提案の提出も行います。
これら一
般監査人は、取締役会による、協同組合およびその
組合員からの監査人選任の際の選任委員会を構成
します。
2007年のスウェーデン地方金融協同組合の年
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ソレフテオー・コミューン執行委員会議長
選任委員会の詳細およびその手続規則の全文につ
いては、www.kommuninvest.seをご覧下さい。
一般監査人

スウェーデン地方金融協同組合の年次組合総会に
おいて一般監査人が選任されます（以前は「監査委
員会」
と称されていました。）。
これら一般監査人は、
任命された監査人と定期的に会合を持ち、必要に応
じて、法定監査以外の監査措置を請求することがで
きます。
また一般監査人は、選任委員会としての機能
も果たし、監査人の推薦および監査人の報酬につい
ての提案を提出します。
2008年４月３日のスウェーデン地方金融協同組
合の年次組合総会では、以下の者が一般監査人に
選任されました。
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一般監査人

作成します。手続規則は毎年審査されたうえで採用

アニタ・ボーマン
（1944年生）

されます。

ベスタービーク・コミューン

取締役会により作成された社長に対する指示お
よび報告指示には、例えば、取締役会のガイドライン

バーブロー・シャーンストレム
（1936年生）

セーダーシェーピング・コミューン
定款

公開会社であるスウェーデン地方金融公社の定款に
は、公社の業務、株式資本の構造、取締役の員数、監
査人任命の手続き、年次総会の招集場所、年次総会
の招集規定および議題の取扱いおよび公社の会計
年度およびその他要素が含まれています。
定款の全文については、www.kommuninvest.
seでご覧になれます。
年次総会

スウェーデン地方金融公社の年次総会では、公社の
損益計算書および貸借対照表、取締役および社長
の責任解除、翌12ヵ月間の取締役、取締役会会長、
同副会長の任命、および適用ある場合には、監査人
の任命および取締役ならびに監査人の報酬について
の問題を検討し、決議します。
2008年４月３日の年次総会において、以下を含
む各種事項が決定されました。

• 取締役、取締役会会長および同副会長の任命
• 選任委員会および一般監査人の任命
• 取締役会に対する年間報酬の支払い
• 持分保有者指令
• 新規株式発行
• 当会計年度における新規株式発行
• 選任委員会の手続規則
• 定款の改定
取締役会の活動

公社の取締役会は、公社の組織構成および経営に
最終責任を負います。定められた手続規則では、取
締役会の職務およびその会議手順などが規定されて
います。取締役会の職務には、業務の目標および戦
略の策定、
リスクの認識および管理の責任、
およびあ
らかじめ定められた目標に沿った業務実施が含まれ
ます。取締役会はまた、公社が作成する報告書に対
する書面による指示などの内部統制にかかる文書を

に従い社長が公社の継続事業に責任を負い、予定
業務計画、予算および年次／中間計算書類の作成
に責任を負う旨が規定されています。
取締役会は、公共サービス、資本市場および事業
拡大などの分野において広範な技能を有する８名の
取締役で構成されています。
2008年度において、取締役会は、取締役会を15
回開催しました
（前年：12回）。特に、議題および決議
は以下に関連したものでした。

• 住宅供給会社に対する調査
• リスク管理手続の検証
• 資本市場の状況
• コーポレート・ガバナンスの課題
• 公社持分
• 地方自治体が保有する企業の利息控除規制
• Riksbank RIX（スウェーデン中央銀行）の協同		
組合参加
取締役および報酬

2008年度において、取締役会は以下のように構成さ
れていました。
トミー・ペーション（1948年生）
、
ストックホルム
2008年度年次総会より会長

ルンド大学経済学部1971年卒業
職務遍歴：レーンスフォーシェークリンガー（Länsförsäkringar AB）社長兼最高経営責任者（19962008）
ポステンAB（Posten AB）、副社長（1990-1996）
ホルメンAB（Holmen AB）、
ホルメン・ハイジーン社
長（1983-1990）
エレクトロラックスAB（Electrolux AB）、バリングス
ロヴショーク
（Ballingslövkök)社長（1980-1983）
クリッパンAB （Klippan AB）、複数職務 （19711980）
その他の職務：CEA（欧州保険委員会）会長
レンスフォシェークリンガー・ベリィスラーゲン会長
セブンス･APファンド会長
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LRFコンサルト委員

アット・ベータ
（Att Veta AB）
取締役
（2001-2003）

ストックホルム商工会議所会員

シティサービスAB/パーキング会社、取締役会会長

法律、金融および行政局のスパーバイザーカウンセ
ル会員。
ロベート・ステンラム（1941年生）、ロンドン
2008年度年次総会まで会長

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン（1964年
生）、ストックホルム

2003年より取締役、
2006年より取締役会副会長
経営経済学およびFAF, 1999年
金融アナリストコースを卒業
オスロ大学1992年卒、
経営経済学修士課程
スウェーデン保険協会（ストックホルム）、会計主任、分
析部門課長
（2002-）
ストックホルム会議財務職
（2006-2008）
スウェーデン保険会社協会専門家
（2003-2006）
スウェーデン保険監督協会専門家
（2004-2005）
スウェーデン保険者協会、
経済学者
（2001-2002）
財務省金融市場部プロジェクト・マネージャー副部長
（1999-2001）
財務省金融市場部秘書役、保険および証券の発行を
担当
（1997-1999）
財務省税務局秘書役
法人税および資本課税制度の担当タックス・エコノミ
スト、
管理者
（1992-1997）
その他の職務：Minpension i Sverige AB
（スウェー
デンでの私の高齢年金）
会長
証券市場公正慣行協会代理理事
インゲマル・アルセルード（1954年生）ストック

（2001-2003）
DEXIAコミュナルバンク副会長
（1998-2001）
スカンジナビア、
前クレディ・ローカル・ドゥ・フランス
D E X I Aコミュナルバンク・スカンジナビア取 締 役
（1996-1998）
KPA AB社長兼最高経営責任者
（1994-2001）
KPA AB取締役
（1992-1994）
コミューン保険株式会社会長
（1992-1994）
政府認定公務員協同組合会員
（1991-1994）
AMS調査委員会会員
（1992-1994）
大統領のもとでの郵政諮問委員会会員
（1989-1994）
政府労働権委員会会員
（1992-1993）
スウェーデン・コミューン連合ネゴシエーション部長
（1991-1994）
スウェーデン・コミューン連合役員、主席財務部長
（1990-1991）
スウェーデン・コミューン連合経済運営発展事業部課
長
（1984-1990）
スウェーデン・コミューン連合経済運営発展事業部経
営者／専門家
（1980-1984）
ストックホルム大学講師
（1979-1983）
エーレブロー大学講師
（1977-1981）
バルデマーシュビーク・コミューン議会長官（19771980）
オストラ・スマーランド紙記者
（ジャーナリスト資格あり）
（1969-1974）
クリステル・アケイ
（1955年生）
シムリースハムン

2008年度年次総会まで取締役

ホルム

ローレンツ・アンダーション（1942年生）セレフ

ヨーテボリ経営経済法科大学
（1989-1991）
、
MBA取得

2001年より取締役

2008年度年次総会より取締役

テオー

ルンドMiL研究所
（1986-1987）
スウェーデンMiLプロ

ルーレオ大学工学部名誉博士（2008）

グラムに参加

建設技師（1965）

エーレブロー大学
（1974-1977）
管理運営ソシオノミスト

ベステルボッテン郡知事（2001-2007）

レルニアAB、
社長兼最高経営責任者
（2001-2007）

セレフテオー・コミューン議会コミューン会長（1980-

レルニア・ベマニングAB、
取締役会会長
（2002-2007）

2001）

スウェーデン経営者連盟会長
（2004-2007）

ABアサコおよびポラリスAB不動産会社社長、
ならび

欧州職業訓練委員会
（EVTA）
取締役
（2002-2007）

にセレフテオー・コミューン議員
（1970-1980）
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その他の職務：貯蓄銀行協会ノルランド会長
貯蓄銀行協会運営会社取締役

ペッター・スコウエン
（1946年生）
オスロー

2008年度年次総会まで取締役

貯蓄銀行協会、
ノルランドベンチャー・キャピタル・
ファンデーション会長
北部木材センター会長

アンナ・フォン・クノーリング（1965年生）ヘル
シンキ

ノルボスニア鉄道 AB会長

2004年より取締役

タックス・イクワリゼーション委員会およびコミューン

ヘルシンキ大学法科卒（1993）

専門委員会を含む複数の政府団体会長および役員

ヘルシンキ、スウェーデン経営経済大学、経済修士

スウェーデン社会民主党議員
スウェーデン・コミューン連合役員

（1989）
財務省（フィンランド）代理局長（2004-）
財務省政府国際および国内貸付、
負債管理（デリバテ

アルフ・エグナーフォーシュ（1946年生）エスキ

ィブ取引）
ならびにリスク管理等委員会（1990-2004）

2006年より取締役

フィンランド政府中央調達部門

ルスツーナ

スウェーデン地方金融協同組合理事会副議長
スペシャライズド・コース
（1968-1977）
O-Level試験（1963）
エスキルスツーナ不動産会社会長（2007-）
セーデルマンランド州議会非常勤議員
（2004-2006）

その他の職務：ハンセル社取締役
貯蓄銀行協会委員団（ヘルシンキ）理事、北欧資本
市場評議会理事
アン-シャーロッテ・ステンキル（1953年生）バル
ベリ

スウェーデン自治体労働組合オンブズマン（1977-

2008年度年次総会より取締役

2006）

スウェーデン地方金融協同組合理事会議長

セーデルマンランド州議会会長（1995-2003）

バルベリ・コミューン執行理事会役員

スウェーデン国会議員
（1989-1994）

ヨーテボリィ大学（1983-1985）MBA取得（40ポ

エスキルスツーナ中央病院（1968-1977）

イント）
ヨーテボリィ大学（1974-1977）経済学部卒

シャーシュティン・リュディング（1952年生）イ
ェブレ

スウェ ー デ ン 地 方 金 融 協 同 組 合 理 事 会 議 長
（2007-）

2003年より代理取締役、2006年より取締役

スウェーデン地 方 金 融 協 同 組 合 副 会 長（ 2 0 0 3 -

サンドビーケン・コミューン最高財務責任者（1998-）

2006）

スウェーデン自治体経理協会役員
（2002-2006）

バルベリ・コミューン市議会議員
（2003-）

エナトー社地域マネジャー（1993-1997）

バルベリ・コミューン執行理事会役員
（2007-）

サンドビーケン・コミューン財務部長（1986-1993）

バルベリ・コミューン執 行 理 事 会 副 会 長（ 2 0 0 3 -

サンドビーケン・コミューン財務部秘書役（1984-

2006）

1986）

バルベリ・コミューン執 行 理 事 会 執 行 委員会 役員

スウェーデン・コミューン連合監査部監査人（19821984）
セーデルテリェ・エネルギー 社 企 画アシスタント
（1980-1981）

（2007-）
バルベリ・コミューン執行理事会人事委員会会長
（2003-2006）
バルベリ・スタッツヒュースAB取締役（2007-）

スウェーデン視聴覚障害者協会学習事務局（1977-

バルベリ不動産株式会社取締役（2007-）

1980）

バルベリ上下水AB役員
（2008-）
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バルベリ・コミューン住宅議会副会長（2001-2002）
レーダースカーパナ・シェフリクリテーリング・OS株
式会社人事コンサルタント・パートナー（1998-）

委員会
財務委員会（旧信用委員会）
財務委員会は、融資および資金調達業務の方針およ
び指示において示された問題を決定する権限を有し

コミューン住宅企業財務部長（1985-1998）
観 光 業 専 門 企 業においてシニア会 計 士（ 1 9 8 4 1985）
スパ開発に特化したコミューン基金においてシニア
会計士（1983-1985）
スポーツフィッシング用品分野の卸売業者において

ています。財務委員会は取締役会会長および同副会
長で構成されています。
委員会の統合および主体の変更

2008年度の会議において規則および定款を変更し

シニア会計士（1977-1983）

た協同組合および公社が役割の発展に取り組んだ

取締役報酬

式の任務は変化しています。

総会で承認された取締役報酬額の枠内での2008

て、公社には分析委員会および財務委員会の２つの

結果、2008年度下半期首現在において、委員会形

取締役会会長であるトミー・ペーションに対し年次
年度の報酬は400,000クローネでした。以下の表
に示されるとおり報酬は各取締役に支払われてい
ます。年次総会で選任された取締役に対する報酬
総額は年次総会での決議を必要とし、2008年度は

2008年１月から2008年６月までの期間におい
委員会がありました。かかる委員会は公社取締役会
により任命されていました。
2008年７月、かかる２つの委員会は統合され、分
析・財務委員会の名でスウェーデン地方金融協同組

1,514,000クローネに上りました。

合に譲渡されました。分析・財務委員会の委員は、公

組合員の依存度

に課せられていた任務の多くは協同組合内の新たな

社取締役会と同時期に任命されました。以前委員会

全組合員は、公社に対して独立しているとみなされて
います。

委員会に譲渡され、一方で特定の任務は公社に残り
公社の機関により処理されています。

報酬および取締役会出席―スウェーデン地方金融公社の取締役会		
氏名
現行取締役員
トミー・ペーション
エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
ローレンツ・アンダーション
アルフ・エグナーフォーシュ
シャーシュティン・リュディング
アンナ・フォン・クノーリング
インゲマル・アルセルード
アン-シャーロッテ・ステンキル

取締役会
出席

財務委員会
出席

報酬

2008年度

2007年度

				
11 (–)
2
400,000
–
13 (12)
2
158,000
152,000
15 (12)		
134,000
113,000
15 (10)		
134,000
106,000
15 (11)		
136,000
106,000
13 (9)		
134,000
94,000
9 (–)		
78,000
–
11 (–)		
102,000
–

2008年４月に退任する取締役員					
ロベート・ステンラム
クリステル・アケイ
ペッター・スコウエン
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3 (12)		
3 (8)		
3 (9)		

167,000
71,000
–

502,000
81,000
102,000
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分析委員会の委員（2008年６月まで）
議長

の見解を考慮したものです。

トーマス・オーケリウス

びその他の重要事項に関して、取締役会が継続して

スウェーデン地方金融公社コントローラー
トーマス・カールソン

エクショー・コミューン経理局長
ニルス・エリック・グスタフソン

ランスティング・ベストマンランド経理局長
インガリル・ヘルベリィ

スタッファンストープ・コミューン事務局長
トミー・マルム

エスキルスツーナ・コミューン経理局長
ダーヴィッド・ニィベリィ

セレフレオー・コミューン事務局長
マデレイネ・ショーストランド

社長は、法規制の改正、監査報告書の内容およ
情報を入手することに責任を負います。社長の職務
は、取締役会に、同会議に関連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取るようにするこ
とです。手続規則には社長の財務活動の範囲も明文
化されています。
執行役員および報酬

社長を支援する執行役員チームが存在します。
10月１日、新たな執行役員チームが設立するため
に、管理機能が変更されました。同時期から、かかる
執行役員チームは、
より大規模の拡張された管理チ

ハーニンゲ・コミューン事務局長

ームにより補完されています。

財務委員会（2008年６月まで）
議長

企業管理（2008年９月30日まで）

ハリエット・フォッシェル・ソーダーベーリィ

トーマス・ヴェーングレン、社長兼最高経営責任者

ペール・ビョールケングレン

マリア・ビームネ

スウェーデン地方金融公社業務執行副社長
カールスタード・コミューン経理局長

９月１日、取締役会は副社長を任命しました。

ハリエット・フォッシェル・セーダーベリィ
ウルフ・ジヴマルク

ステファン・エークフェルト

ヨハンナ・ラーション

ウルフ・エリクソン

企業管理（2008年10月１日から）

エーレブロー住宅供給会社最高財務責任者
タヌムス住宅供給会社最高財務責任者
ベールント・グラム

ルレオ・コミューン事務局長

トーマス・ヴェーングレン、社長兼最高経営責任者
マリア・ビームネ
ヨハンナ・ラーション

シャーシュティン・グスタフソン

フレドリック・ショーストランド

ビョーン・リィド

執行役員および代理委員

オーケルユンガ・コミューン経理局長
イェブレ・コミューン経理局長
ヨハン・サンドルンド

トローサ・コミューン事務局長
企業経営

社長は、取締役会で決定された目標が達成できる方
法で、業務を主導し、組織化し、発展させます。書面に
よる指示では、取締役会および社長との労働区分が
規定されています。かかる指示は、金融会社の監督・
管理に関するスウェーデン金融監督局の一般ガイド
ライン、
さらには社長の職務および責任に関する同局

トーマス・ヴェーングレン
（1961年生）
社長兼最高経営責任者
修士課程
1983年 工学士－行政学
エーレブロー大学およびストックホルム
大学
職業：
2006年－ スウェーデン地方金融公社、社長
1996年 スウェーデン地方金融公社、副社長兼財
務取締役
1994年 スウェーデン地方金融公社、副マネージ
ング・ダイレクター兼財務部長
1991年 SBAB、財務担当－資金調達部長
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1990年
1988年
1986年
1983年

SBAB、財務担当
PKクレジット、
チーフディーラー
PKバンケン、
トレーダー
PKバンケン・ウールブルー支店およびカ
ールスコーガ支店		

2002年		ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッ
ツ、取引部長
1999年		フィックスド・インカム・ヨーロッパ、F.I.E
部長
1998年		スベンスカ・ハンデルスバンケン、
ヨーロッパ・
プロプリエタリー長

マリア・ビームネ（1970年生）
副最高経営責任者
修士課程
1996年 経済学士、
メーラルダーレン大学
1995年 法学修士ストックホルム大学
1994年 法律経済ヨーロッパ修士、ロッテルダム
大学およびハンブルク大学
職業：
2008年－ スウェーデン地方金融公社、副社長
2002年 スウェ ー デ ン 地 方 金 融 公 社 、財 務
グループ長
1998年 スウェーデン地方金融公社、社内弁護士
1996年 モラ市裁判所、書記官
1993年 ボーレンゲ国道管理局、法務部－休暇臨
時職員
1992年 ベステルオース地方賃借料および賃貸物
件裁定機関、
サマー・クラーク

1997年

ベアー・スターンズ・インターナショナル・リミ		

テッド・ロンドン、
トレーダー
スベンスカ・ハンデルスバンケン、スワッ
プ・トレーダー
1993年 山根プレボン株式会社、
キャピタル・マー
ケッツデスク
1989年		スウェドバンク・ストックホルム、国債スワ
ップ取引チーフディーラー
1989年		ジェーピーバンク・ストックホルム、国債
取引チーフディーラー
1987年		カーネギー・ファンドコミッション株式会
社、
ストックホルム、国債取引ディーラー

1995年

ヨハンナ・ラーション
（1973年生）
管理部長
修士課程
1992年－ 数学・自然科学
1996年		プログラム、
ストックホルム大学
職業：
2006年－ スウェーデン地方金融公社、管理部長
2000年		スウェーデン地方金融公社、財務アドバ
イザー
1999年		ビルカ・エネルギー社、
ポートフォリオ・マ
ネージャー
1997年		スウェーデン統計局、
ケース・オフィサー
1996年		ハーグフォーシュ、アスプルンド学校臨
時教師
1996年		ハーグフォーシュ旅行代理店、
ツアーガ
イド
（夏期代理職員）

フレドリック・ショーストランド（1960生）
シニア副社長
修士課程
1983年－ 工学士－行政学
1987年 ストックホルム大学
職業：
2008年－ スウェーデン地方金融公社、シニア副社
長兼財務局長
2007年		ストラマー投資銀行、共同私有取引
2005年		ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッ
ツ、
リスク・マネジメント部長

報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員
氏名			
年度

基本給

トーマス・ヴェーングレン

2007年
2008年

2,260,000
2,306,890

マリア・ビームネ

2008年

1 092 880

執行役員

2007年
2008年

3,360,060
901,700
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その他の
給付

変動的 			
パフォーマンス報酬

90,000		
103,420		
1,780

144

29,960		
0
146

年金費用

合計

553,000
580,000

2,903,000
2,990,310

245,000

1,339,660

執行役員		
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取締役

取締役会会長

取締役副会長

トミー・ペーション

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン

（1948年生）
2008年より取締役会会長
ストックホルム

（1964年生）
2003年より取締役、2006年より
取締役会副会長
スウェーデン保険協会、会計主任
ストックホルム

取締役

インゲマル・アルセルード

ローレンツ・アンダーション

アンナ・フォン・クノーリング

シャーシュティン・リユディング

(1954年生)
2008年より取締役
ストックホルム

(1965年生)
2004年より取締役
財務局代理局長
ヘルシンキ

(1942年生)
2001年より取締役
ウーメオ

(1952年生)
2003年より代理取締役
2006年より取締役、
サンドビーケン・コミューン
最高財務責任者

アルフ・エグナーフォーシュ

(1946年生)
2006年より取締役
スウェーデン地方金融協同組合
理事会副議長
エスキルスツーナ不動産会社
取締役会会長

アン-シャーロッテ・ステンキル

(1953年生)
2008年より取締役
バルベリ・コミューン執行委員会委員
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