
・ 協同組合の新規組合員数は2(前年同期：5)

・ 総資産は2,214億クローネ(前年度末日現在：1,902億クローネ)

・ 貸付金は1,479億クローネ(前年度末日現在：1,337億クローネ)

・ 営業利益は187.3百万クローネ(前年同期： 195.1百万クローネ)

kommuninvest  スウェーデン地方金融公社・中間報告書
1月1日－6月30日
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スウェーデン地方金融公社の概要
公社の任務はスウェーデンの地方自治体の資金調達
窓口機関としての役割を果たすことです。これは、公
社が地方自治体部門の財政安定に寄与すること、スウ
ェーデンのコミューンおよびランスティングに資金調
達を中心とした費用効率の高い財務管理を提供する
ことを意味します。

公社はスウェーデンのコミューンとランスティン
グによって所有され、またそれらからの保証を受ける
協同組織です。公社は、営利を追求することなく、組合
員に最善の資金調達機会を提供することを目的とす
る一方、国際金融市場に最も安定した投資機会の1つ
を提供しているのです。

中 間 報 告 書
スウェーデン地方金融公社
企業登録番号：556281-4409
登録地：スウェーデン、エーレブロー
2011年1月1日－6月30日

損益についての比較数値は、特段の記載がない限り、前年

度上半期(2010年1月1日－6月30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、2010年12月31日現在の数値です。

ボーヒュースレーン・ミュージアム

ウッデバーラ・コミューンは1993年から

スウェーデン地方金融協同組合の組合員です。

表紙の写真：

ヴィスビー・ストランド・会議・イベント用施設
ゴットランド・コミューンは1994年からスウェーデン地方金融協同組合の
組合員です。
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2011年度上半期中、公社の安定した発展は継続し、組合員数および貸付高がともに増加した
だけでなく財務成績も好調でした。

当該上半期中、公社の資金調達業務では、国際金融市場における不確実性や低リスク事業体
が発行する利付証券に対する強い需要が追い風となりました。公社は、リスク認識が高まるよう
な時期において投資家がより強く求めるタイプの発行体です。これは、公社とその組合員の信
用度の高さ、組合員による連帯保証およびもっぱら公共事業体に対する資金供給に特化した
業務によるものです。

公社の戦略的なスウェーデン・ベンチマーク・プログラムのスウェーデンにおける導入は成功を
収めました。当該プログラムは、スウェーデン市場における地方自治体部門の借入れに関する
条件決定の透明性向上に寄与しており、公社はこのことが借り手である地方自治体にとって重
要な価値を持つと考えます。

当該上半期中に協同組合に参加した新規組合員数は2であり、また多くの新しいコミューンと
の協議が進行中です。前年同期比で参加組合員数の伸びがやや低かったのは、主に、2010年
が選挙の年であったことで説明されます。選挙の年には地方自治体の意思決定手続が長期化
することがあるためです。2011年6月30日までに、スウェーデンのコミューンの88％が協同組
合の組合員になりました。

業績は、公社の目標に沿った公社の資本強化に寄与しました。当該上半期中、公社は流動性準
備金も増加させました。貸付高の今後予想される増加に沿って資本を強化するために、利益の
再投資が継続される見込みです。

公社の長期的な財務上の安定および公社が借り手に長期的に費用効率の高い資金調達ソリ
ューションを提供する能力は引き続き非常に良好です。

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者

最高経営責任者からの報告
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市場
世界経済および金融市場
2011年度上半期中に継続した世界的な景気回復は、主と
して、新興経済圏、欧米経済圏における歴史的な低金利
および健全な企業収益によりもたらされたものです。しか
しながら、景気回復は、欧州の債務危機の新たな動きに加
え、中東・北アフリカにおける政治的混乱および日本にお
ける大震災など多くの課題に直面しています。ギリシャ、欧
州連合(EU)および国際通貨基金が参加する政治交渉は、
債務者の取扱いをめぐる不確実性と相まって、特に当該
上半期末頃には市場の不確実性が再び高まりました。米
国の債務上限および国家予算についての対応を受けて、
当該上半期以後、さらなる市場の不確実性がもたらされて
います。

ユーロ圏の財政問題から、スウェーデンの強力な国家財
政を背景としてスウェーデンの利付有価証券への需要の
増加につながりました。

スウェーデンの地方自治体部門
2011年度上半期中、スウェーデンの経済は回復し続けま
した。労働時間の増加を伴った労働市場のプラス基調は、
コミューンおよびランスティングにおける税収基盤強化の
一因になりました。全体として、地方自治体部門は2010年
度に、健全な財務管理とみなされる水準をかなり上回る
力強い経済効果を得ました。公社は、不確実なマクロ経済
情勢および世界経済をめぐる景気低迷の見通しにかかわ
らず、2011年度通期の業績もプラスになるものと期待し
ています。地方自治体部門の借入れは引き続き安定して
おり、地方自治体部門の債務総額は約3,650億クローネと
なっています。

公社の貸付けおよび組合員の増加
2011年度上半期について、公社は貸付高において、前年
同期比で15％の伸びを記録しました。6月30日現在の貸
付金合計は1,479億クローネに上りました。貸付けの伸び
は、既存の組合員および新規の組合員の双方への貸付
け増加の結果であり、公社の市場での立場をさらに強化
することに寄与しました。

2011年6月30日現在、スウェーデン地方金融協同組合の
組合員数は262(254のコミューンおよび8のランスティン
グ)でした。したがって、スウェーデンのコミューンの88％が
スウェーデン地方金融協同組合の組合員となったことにな
ります。当該上半期中の新規の組合員は、ノールテリエ・コ
ミューン(Norrtälje Municipality)およびランスティング・ダ
ーラナ(Dalarna County Council)です。

資金調達活動
公社による貸付けは、国内資本市場および国際資本市
場において短期と長期の借入プログラムを用いて資金
が調達されています。資金調達戦略は、資金調達市場、
投資家層、資金調達通貨および借入商品の面で多様な
資金調達源に基づいています。借入れはすべて、スウェ
ーデン・クローネ、ユーロまたは米ドルの変動金利にスワ
ップされます。

低リスク・プロファイルであることが明確な安定した発行
体に対する需要は2011年度上半期を通して依然として
良好であり、公社は、短期と長期の満期のいずれについ
ても有利な条件で借入れの需要をまかなうことができま
した。

借入れの通貨別内訳、2011年1月1日－6月30日(コマーシャル・ペーパーによる借入れを除く)

スウェーデン・
   クローネ、37 %

豪ドル、 6 %
日本円、 40 %

スイス・フラン、 2 %

米ドル、10 %

その他、1 %

出所：スウェーデン地方金融公社

ニュージーランド・
ドル、2 %

ノルウェー・クローネ、2 %

借入れのプログラム別内訳、2011年1月1日－6月30日(コマーシャル・ペーパーによる借入れを除く)

スウェーデン・ベンチマーク・
プログラム、36 %

日本における債券の
売出し、46 %

公債、2 %私募、 6 %

ベンチマーク債、10 %
（スウェーデン・
クローネ建以外）

出所：スウェーデン地方金融公社

中 間 報 告 書
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当該上半期中、総額で500億クローネ超の長期債券が起
債されました。同期間中、長期の借入れは、総額で360億
クローネが満期到来しました。

スウェーデンにおいて、長期地方債券を構成する公社の
スウェーデン・ベンチマーク・プログラムについて、投資家
の反応は好調でした。6月30日現在、債券K1210、K1508
およびK1708として合計382億クローネが発行済みで
す。当該債券は、スウェーデン中央銀行の流動性クラスⅡ
に準じて分類されます。当該上半期中、当該債券は、ナス
ダックOMXにより顧客および清算会員のエクスポージャ
ーに対する差入担保として承認されました。2015年まで
に、公社は借入れの50％をスウェーデン・クローネ建てと
することを目指しています。

その他の資金調達取引としては、3年物の米ドル建債券
(総額500百万米ドル)が挙げられます。オーストラリアに
おいては、公社の「カンガルー／カウリ」プログラムを確
立しつつあります。

大震災を受けての日本の資本市場における当初の混乱
は、一時的なもので、公社の借入活動へは影響を及ぼし
たものの限定的であったことは明らかです。当該上半期
末日現在、日本における公社の借入れは震災前よりも増
加しました。

2011年6月30日現在、公社の資本市場での資金調達の
平均満期は3.4年でした。2010年6月30日現在の同平均
満期は3.8年でした。

格付け
公社は、2つの信用格付機関より最上位の信用格付を有
しています。2002年以降ムーディーズからAaaを、2006
年以降スタンダード・アンド・プアーズからAAAを得てい
ます。直近の信用格付は、ムーディーズにより2011年5月
に、スタンダード・アンド・プアーズにより2011年6月に発
表がなされました。

格付機関によれば、かかる格付けは、公社の良好な資産
内容および健全な流動性準備金、地方自治体向け資金
調達への特化、市場シェアの高さ、保守的なリスク方針お
よび協同組合の組合員により供与されている連帯保証を
反映しているものです。

財務報告
損益についての比較数値は、特段の記載がない限り、前
年度上半期(2010年1月1日－6月30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、2010年12月31日現在の数値です。

利益／損失
処 分・税 引 後 利 益は、1 1 0 . 9 百 万クローネ（前 年 同
期：105.3百万クローネ）に上りました。

営業利益（処分・税引前利益）は、187.3百万クローネ（前
年同期：195.1百万クローネ）に上りました。

純利息収益は、266.0百万クローネ（前年同期：214.2百万
クローネ）に上りました。純利息収益の増加は、貸付額の増
加および利ざやの改善を伴った、ここ数年の力強い進展に
起因しています。利ざやの改善は、公社の目標に沿って継
続中の公社の資本強化策の効果です。

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」において認識され、営業収益増加に
23.9百万クローネ（前年同期：78.1百万クローネ）寄与し
ました。

損益計算書において認識される未実現の市場価値変動は
26.6百万クローネ（前年同期：-15.6百万クローネ）であり、

「金融取引純利益」において計上されています。公社は、
資産と負債を満期まで保有することを意図しているため、
これらは公社が将来実現する意図を有さない価値です。

市場価値変動の影響を除いた営業利益は160.7百万クロ
ーネ（前年同期：210.7百万クローネ）に上りました。

費用は、主として安定化政策費用の増加により、126.6百
万クローネ（前年同期：80.1百万クローネ）に増加しまし
た。かかる増加は、2011年における安定化政策費用の完
全適用、および同費用の算定基準である総資産の増加の
結果です。

貸倒損失
　貸倒損失はありませんでした（前年同期：なし）。

中 間 報 告 書
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財政状態
2011年度上半期末日現在、総資産は221,440.1百万ク
ローネ（前年度末日現在：190,200.2百万クローネ）に上
りました。

貸付ポートフォリオの価値は147,927.8百万クロー
ネ（前年度末日現在：133,729.1百万クローネ）に上
りました。名目ベース（実際に貸付けられた額）では、
貸付金は147,087.7百万クローネ（前年度末日現
在：132,948.0百万クローネ）でした。貸付けの増加は、
公社の組合員の高い需要によるものでした。

組合員にまだ貸し出されていない投資資金は合計
60,697.6百万クローネ（前年度末日現在：43,344.8百万
クローネ）でした。

当該上半期末日現在の借入金は207,429.6百万クローネ
（前年度末日現在：177,290.8百万クローネ）でした。

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12,681.9百万クローネ（前年度末日現
在：13,024.0百万クローネ）および11,745.3百万クローネ

（前年度末日現在：10,794.2百万クローネ）でした。

資本は合計902.9百万クローネ（前年度末日現在：782.8
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金融資産の市場価値変動に
よって影響を受けました。未実現の市場価値変動が資本
の部に直接計上されるためです。当該上半期中の変動額
は合計5.1百万クローネ（前年同期：-41.5百万クローネ）
でした。

株式資本は、年次総会による取締役会への授権に基づ
き、新株発行により増額されました。当該上半期中、4.0百
万クローネ（前年同期：3.9百万クローネ）の新株発行が
実施されました。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
が目的です。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292.4百万クロー
ネ（2,923,850株）になりました。

自己資本比率
自己資本比率（所要自己資本合計に対する自己資本合
計）は、5.72（2010年12月31日現在：10.09）に上りまし
た。当該上半期中の比率の低下は、公社が既存および新
規の組合員からの今後予想される資金調達ニーズに対応
することができるようにするために流動性準備金を増加さ
せたためです。2011年6月30日現在、総資本比率（リスク
資産に対する自己資本合計）は45.8％（2010年12月31
日現在：80.5％）でした。

リスクおよび不確実性
業務において、公社はその利益、財政状態、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
争状況および公社の競争的優位性の発展の仕方に影響
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。

公社のリスク管理の詳細については、公社の直近の年次
報告書の40－46ページをご参照下さい。当該上半期中、
年次報告書の記載に照らしてリスクの状況に重大な変更
は生じていません。
 
従業員および環境
2011年上半期中、従業員数は9名増えて62名になりまし
た。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。公社には、取締役会が採択
した環境に関するポリシーがあります。

信用の集中－貸付け別構成、2011年6月30日現在 

上位10の借り手、24%

その他、76%

信用リスク・エクスポージャー、2011年6月30日現在

デリバティブのカウンターパーティ、1 %

流動性準備金（リスク・
ウェート0％）、20 %

貸付け（リスク・
ウェート0％）、69 %

流動性準備金（リスク・
ウェート10－20％）、10 %

中 間 報 告 書
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リスク管理
公社は、2007年にEC指令（バーゼルⅡ）に従い新しい自
己資本比率評価プロセスを導入しており、公社の自己資
本比率の算定の際にはこれが考慮されています。自己資
本比率評価プロセスはスウェーデン金融監督局により検
査が行われ、同局は公社が業務上の需要を満たすに十
分な自己資本を有していると評価を下しています。

リスクの観点から、公社は他の金融市場への参加者と区
別されます。
・貸付けはスウェーデンのコミューン、地方自治体の関

係会社、ランスティングまたは地方自治体当局によって
保証される借り手に限定して行われるため、自己資本
比率の観点からのリスク・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、公社の顧
客でもあり、公社のすべての債務を保証する連帯保証
者でもあります。

・公社は、利益を最大化するために機能するわけではな
く、公社の利益は主に持分保有者の損益計算書に反映
されるべきものです。

・公社は、預金業務または金利や為替の投機的な取引
を行っていません。

・公社は、良好な資本状況にあります。2011年6月30
日現在、自己資本比率は、公的要件が1.0であるとこ
ろ、5.72（2010年12月31日現在：10.09％）でした。

2011年6月30日現在、公社の信用リスク・エクスポージ
ャー総額は2,223億クローネ（前年度末日現在：1,919億
クローネ）に上りました。かかるエクスポージャーの69％

（前年度末日現在：75％）はスウェーデンのコミューンお
よびランスティングに関連するもの、20％（前年度末日現
在：19％）は各国政府または政府保証付の発行体により
発行された有価証券への投資に関連するもの、10％（前
年度末日現在：5％）はその他の事業体により発行された
有価証券への投資に関連するもの、1％（前年度末日現

在：1％）はデリバティブのカウンターパーティに対するエ
クスポージャーに関連するものです。「その他の事業体」
区分における投資はすべて、金融監督当局による監督に
服する発行体に関連するものです。

正と負のエクスポージャーのネッティングを認め、カウン
ターパーティの信用度が低下した場合に早期償還できる
権利を有するISDA契約が、デリバティブのカウンターパ
ーティすべてと締結されます。

2011年6月30日現在、デリバティブのカウンターパーティ
に関連する信用リスク・エクスポージャーはネッティング後
で42億クローネ(前年度末日現在：69億クローネ)に上りま
した。カウンターパーティ・リスクは、信用度の高いカウンタ
ーパーティと契約を締結することおよび資産の担保差し入
れ要件によって低減されます。2011年6月30日現在、カウ
ンターパーティに関連する信用リスク・エクスポージャーの
51％（前年度末日現在：50％）は、少なくともムーディーズ
のAa3またはスタンダード・アンド・プアーズのAA-の信用
格付を有するカウンターパーティとのものでした。

カウンターパーティ・リスクをさらに低減するため、公社は
デリバティブのカウンターパーティすべてと信用補完契
約(以下「CSA」といいます。)を確保すること目指していま
す。CSAでは、デリバティブ取引を通じて生じるエクスポー
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。2011年6月30日現在、CSAは、公社と契約が残
存しているカウンターパーティ32のうち20と締結されてい
ます。デリバティブのカウンターパーティに関連する信用リ
スク・エクスポージャーの68％がCSAでカバーされました。

流動性管理運用
2011年6月30日現在、流動性準備金は607億クローネ
(前年度末日現在：433億クローネ)に上り、各国政府によ
り発行された利付有価証券および少なくともムーディー

中 間 報 告 書

デリバティブ・エクスポージャー純額の対象国別内訳
2011年6月30日現在

スイス、37%

英国、17%

その他、1%フランス、8%

米国、23%

オーストラリア、
14%

デリバティブ債権の格付別内訳
2011年6月30日現在

AA、51%
A、49%
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ズによるA2および／またはスタンダード・アンド・プアー
ズによるAの信用格付を有する金融機関により発行され
た利付証券に対して投資されています。ユーロ圏の債務
危機を踏まえて、十分な流動性を確保するために流動性
準備金の増額が行われています。

取締役会の指示に従い、公社の流動性準備金は、総資産
の20％以上とするとされており、予想貸付提供の50％以
上であることが含まれます。また流動性準備金は主とし
て、各国政府、地方自治体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で維持されています。多くは、
スウェーデン中央銀行への担保として適格な有価証券で
維持されています。

流動性準備金についての報告は、スウェーデン金融監
督局の流動性に関する規則FFFS2010:7に従っていま
す。2010年11月13日に取締役会により承認された、公社
の流動性および資金調達の戦略は、FFFS2010:7に定め
る要件に従って策定されています。

流動性準備金、2011年6月30日現在(単位：百万クローネ)
流動性準備金合計　　　　　　　　　　　 60,698
- このうち中央銀行への担保として適格なもの　　 30,538

流動性比率
総資産(単位：百万クローネ) 　　　　　221,440
流動性準備金合計の総資産に対する比率　　　 27.4％

流動性準備金の追加情報については、公社のウェブサイ
ト(Investor Relations(投資家情報)のページのFinancial 
information and publications(財務情報・刊行物)－Li-
quidity reserve(流動性準備金)の項をご参照下さい。

2011年度上半期以後の重大な事象
7月および8月にわたり、金融市場において不確実性の拡
大およびリスク選好の低下が見られました。現在まで、市
場の不確実性は公社の事業および任務遂行の見込みに
重大な影響は及ぼしていません。

取締役会
2011年4月7日、ビヨルン・ボルジュソンが年次総会で新
たに取締役として、また取締役会会長に選任されました。
取締役会にはその他、エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
(取締役会副会長)、ローレンツ・アンダーション、アンナ・フ
ォン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタム、ヨハン・ト
ーングレン、アンナ・サンドボリィおよびクート・エリアソン
が含まれます。

経営陣
2011年度上半期、公社の執行役員グループは、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(業務執行副社長)、アンダーシュ・ゴンゲ(ファイナン
ス・グループ部長)およびヨハンナ・ラーション(管理部長)
で構成されていました。

流動性準備金の投資先格付別・満期別内訳
 0-4ヵ月 4-12ヵ月 1-3年 3-5.5年 合計

AAA 15% 2% 19% 8% 44%
AA 9% 4% 16% 11% 41%
A 5% 2% 4% 3% 14%
組合員であるコミューンおよびランスティング 0% 0% 1% 0% 1%

流動性準備金の投資先発行体別内訳
2011年6月30日現在

各国政府、18%

政府保証付
発行体、13%

銀行(欧州)、10%

銀行(北欧地域)、7%

流動性準備金の投資先格付別内訳
2011年6月30日現在

A 14%

AA 41%

AAA 44%

組合員であるコミューンおよびランスティング、1%

流動性準備金の投資先国別内訳
2011年6月30日現在

スウェーデン、
40%

デンマーク、
13%

フィンランド、
9%

ドイツ、17%

フランス、4%

オーストラリア、4%

スペイン、2%

オランダ、4%

英国、3%
その他、4%現金、中央銀行預金、

翌日物預金、6%

カバード
ボンド、14%

地方自治体および
   その他非政府系
      公共事業体、29%

銀行(欧州以外)、3%

中 間 報 告 書



トロルヘッタン大学キャンパス
トロルヘッタン・コミューンは1993年から
スウェーデン地方金融協同組合の組合員です。
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包括利益計算書

損益計算書

中 間 報 告 書

(単位：百万クローネ) 	 2011年1月－6月 2010年1月－6月 2010年1月－12月
 

利息収益  2,469.1 1,292.2 3,025.0

利息費用  -2,203.1 -1,078.0 -2,593.0

純利息収益  266.0 214.2 432.1

    

支払手数料  -3.0 -1.7 -4.4

金融取引純利益  50.9 62.5 17.2

その他営業収益  0.0 0.2 0.3

営業収益合計  313.9 275.2 445.1

 

一般管理費  -119.9 -76.7 -160.5

  うち、安定化政策費用  -45.0 -15.8 -41.2

有形資産減価償却費  -1.2 -1.3 -2.7

その他営業費用  -5.5 -2.1 -6.2

費用合計  -126.6 -80.1 -169.4

    

営業利益／損失  187.3 195.1 275.7

処分   -35.7 -51.4 -83.2

当期利益にかかる公租公課  -40.7 -38.4 -51.9

当期利益  110.9 105.3 140.6

 

 

 

 

 

 

(単位：百万クローネ)  2011年1月－6月 2010年1月－6月 2010年1月－12月
損益計算書に計上される当期利益  110.9 105.3 140.6

その他包括利益    

売却可能金融資産  8.9 -54.2 -67.2

貸付金および債権  -2.0 -2.1 -4.2

その他包括利益に関連する公租公課  -1.8 14.8 18.8

その他包括利益合計  5.1 -41.5 -52.6

包括利益合計  116.0 63.8 88.0



(単位：百万クローネ)  2011年6月30日現在 2010年6月30日現在  2010年12月31日現在

資産    

現金  0.0 0.0 0.0

担保適格国債  13,937.8 15,150.4 12,887.7

金融機関に対する貸付金  5,077.9 1,390.3 1,697.6

貸付金  147,927.8 128,785.2 133,729.1

債券およびその他利付証券  41,681.9 30,432.4 28,759.5

株式および出資持分  1.1 0.8 1.0

関連会社株式  0.5 0.5 0.5

デリバティブ  12,681.9 14,986.0 13,024.0

有形資産、設備  6.8 6.4 6.9

その他資産  102.6 123.8 67.5

前払費用および未収収益  21.8 6.8 26.4

資産合計  221,440.1 190,882.6 190,200.2

    

負債および資本    

金融機関に対する負債  3,368.0 7,710.2 3,438.9

有価証券  204,061.6 174,291.4 173,851.9

デリバティブ  11,745.3 7,766.2 10,794.2

その他負債  16.3 115.6 66.4

未払費用および前受収益  90.9 54.2 44.1

年金および類似の債務に対する引当金  1.4 1.0 1.2

劣後債務  1,000.1 0.0 1,002.9

負債合計  220,283.6 189,938.6 189,199.5

    

非課税準備金  253.6 186.1 217.9 

   

資本  

制限資本    

株式資本(1株当り額面100クローネ、2,923,850株)  292.4 273.5 273.4

進行中の新株発行   0.0 0.0 15.0

法定準備金  17.5 17.5 17.5

非制限資本    

公正価値準備金  -6.2 -0.2 -11.3

繰越利益  488.3 361.8 347.6

当期利益  110.9 105.3 140.6

資本合計  902.9 757.9 782.8

負債および資本合計  221,440.1 190,882.6 190,200.2 

 

備忘項目    

自己負債に対する担保提供  1,071.4 3,156.4 4,808.2

偶発債務  なし なし なし 

 

債務   

担保提供貸付金  1,051.7 1,976.4 1,856.0
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貸借対照表

中 間 報 告 書
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2011年6月30日現在	                                           制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式   法定 公正価値 繰越利益 当期
 資本 準備金 準備金(1)  ／損失  利益 

2011年1月1日現在の前期繰越資本 288.4 17.5 -11.3 347.7 140.6 782.9

当期利益 - - - - 110.9 110.9

その他包括利益 - - 5.1 - - 5.1

余剰金処分 - - - 140.6 -140.6 0.0

新株発行 4.0 - - - - 4.0

2011年6月30日現在の次期繰越資本 292.4 17.5 -6.2 488.3 110.9 902.9
      

(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 -8.7     

- 貸付金および債権(再分類後) 2.5 

2010年6月30日現在	                                           制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式   法定 公正価値 繰越利益 当期
 資本 準備金 準備金(2)  ／損失  利益 

2010年1月1日現在の前期繰越資本 269.6 17.5 41.3 191.2 170.6 690.2

当期利益 - - - - 105.3 105.3

その他包括利益 - - -41.5 - - -41.5

余剰金処分 - - - 170.6 -170.6 0.0

新株発行 3.9 - - - - 3.9

2010年6月30日現在の次期繰越資本 273.5 17.5 -0.2 361.8 105.3 757.9
      

(2) 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 -5.7     

- 貸付金および債権(再分類後) 5.5     

2010年12月31日現在	                                           制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式   法定 公正価値 繰越利益 当期
 資本 準備金 準備金(3)  ／損失  利益 

2010年1月1日現在の前期繰越資本 269.6 17.5 41.3 191.2 170.6 690.2

当期利益 - - - - 140.6 140.6

その他包括利益 - - -52.6 - - -52.6

余剰金処分 - - - 170.6 -170.6 0.0

新株発行 3.8 - - - - 3.8

進行中の新株発行 15.0 - - - - 15.0

グループ補助金 - - - -19.3 - -19.3

グループ補助金に関する税効果 - - - 5.1 - 5.1

2010年12月31日現在の次期繰越資本 288.4 17.5 -11.3 347.6 140.6 782.8
      

(3) 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 -15.3     

 - 貸付金および債権(再分類後) 4.0     

資本変動表

中 間 報 告 書
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キャッシュ・フロー計算書

中 間 報 告 書

(単位：百万クローネ) 2011年1月－6月 2010年1月－6月 2010年1月－12月	
営業活動    

営業利益 187.3 195.1 275.7

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整(1) -25.4 16.9 88.0

税金の支払 -57.8 -66.7 -121.0

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 104.1 145.3 242.7 

利付証券の増減 -15,476.7 2,290.6 6,163.7

貸付金の増減 -14,294.1 -5,090.7 -11,143.9

その他資産の増減 -86.0 -47.9 -11.3

その他負債の増減 64.9 -220.8 -235.0

営業活動からのキャッシュ・フロー -29,687.8 -2,923.5 -4,983.8 

  

投資活動 

有形資産の売却／処分 0.0 0.0 0.4

有形資産の取得 -1.1 -4.0 -6.4

投資活動からのキャッシュ・フロー -1.1 -4.0 -6.0 

 

財務活動    

有価証券の増減 31,443.4 3,615.0 9,210.7

金融機関に対する負債の増減 -68.0 279.2 -3,950.5

劣後ローン 0.0 0.0 1,000.0

新株発行 4.0 3.8 18.8

グループ補助金の支払 0.0 -7,9 -19.3

財務活動からのキャッシュ・フロー 31,379.4 3,890.1 6,259.7 

 

当期のキャッシュ・フロー 1,690.5 962.6 1,269.9 

   

期首現金および現金同等物残高 1,697.6 427.7 427.7 

 

期末現金および現金同等物残高 3,388.1 1,390.3 1,697.6 

 

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。 

    

(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 1.2 1.3 2.7

金融資産の増減による為替レート差額 0.0 0.0 -1.2

未実現の市場価値変動 -26.6 15.6 86.5

合計 -25.4 16.9 88.0 

  

2011年6月30日現在の現金および現金同等物には、1,689.8百万クローネ(2010年	 	 	 	
6月30日現在：0.0百万クローネ、2010年12月31日現在：0.0百万クローネ)の	 	 	 	
現金預金を除いては、金融機関に対する貸付金のみが含まれます。 
 

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息 

受取利息 2,464.9 1,344.3 2,923.0

支払利息 -1,873.8 -1,109.6 -2,454.0
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会計原則

中 間 報 告 書

中間報告書は、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)およびステートメントには、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。

中間報告書に用いられた会計原則および算定方法は、直
近の年次報告書に用いられたものと同一です。

当該上半期中、48億クローネがレベル2からレベル1に
振り替えられました。これは、カバードボンドに関連したも
のであり、カバードボンドは現在、レベル1に基づき評価
されています。



ヨンショーピング大学、工学研究科・工学部

ヨンショーピング・コミューンは2008年から

スウェーデン地方金融協同組合の組合員です。
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自己資本	（単位：百万クローネ） 2011年6月30日現在 2010年6月30日現在  2010年12月31日現在 

自己資本の基本的項目（純額） 1,092.3 903.3 944.2

自己資本の基本的項目合計 1,092.3 903.3 944.2

    

自己資本の補完的項目   

永久劣後ローン 1,000.0 0.0 944.2

自己資本の補完的項目合計 1,000.0 0.0 944.2

自己資本合計 2,092.3 903.3 1,888.4

    

所要自己資本   

標準的手法に従う 

信用リスクに対する所要自己資本 299.8 75.5 129.0

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本 53.9 30.1 53.9

為替リスクに対する所要自己資本 0.2 0.1 0.1

金利連動型金融商品の  

ポジションに対する所要自己資本 11.9 49.7 4.2

所要自己資本合計 365.8 155.4 187.2

 

自己資本比率 5.72 5.81 10.09

公社の自己資本比率に関する情報は、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勧告(FFFS2007:5)に従い
提出される定期的な期間情報を指しています。

法律上、公社に対しては、信用リスク、市場リスクおよびオ

ペレーショナル・リスクに関して個別の最低所要自己資本
が定められています。また公社には、公社の資本が貸借対
照表において金利リスクなど業務上の他のリスクをカバ
ーできるようにする内部資本評価プロセスがあります。所
要自己資本に関する以下の開示は、法定の最低所要自己
資本に限定されています。

自己資本比率

中 間 報 告 書
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2011年6月30日現在

再分類が行われていなければ、2011年6月30日現在の公正価値準備金より5.9百万クローネマイナスの影響を受けていたことになります。これは、当該期間中、再分類された有

価証券について公正価値準備金が3.8百万クローネ改善したことを意味します。

再分類された資産について、損益計算書では1月1日から6月30日までの期間において11.3百万クローネの利息収益を計上しています。  

 

 

 2011年6月30日現在 2010年12月31日現在
 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

利付証券 3,823.3 3,817.4 5,249.4 5,239.7 

    

2010年12月31日現在
       

再分類が行われていなければ、2010年12月31日現在の公正価値準備金より9.7百万クローネマイナスの影響を受けていたことになります。これは、当該期間中、再分類された

有価証券について公正価値準備金が18.2百万クローネ改善したことを意味します。

再分類された資産について、損益計算書では1月1日から12月31日までの期間において25.9百万クローネの利息収益を計上しています。

      

 2010年12月31日現在 2009年12月31日現在
 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

利付証券 5,249.4 5,239.7 5,598.8 5,570.8  

      

      

 

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。    

 

再分類

2008年11月10日に、従来は売却可能金融資産に分類さ
れていた利付証券が、貸付金および債権へと再分類され
ました。売却可能金融資産からの再分類が行われたこと

により、その他包括利益において計上された価値変動に
よって損益計算書が影響を受けることはありません。

中 間 報 告 書
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2011年8月24日、エーレブロー

 

                 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
 取締役        取締役      取締役

 
   アンナ・サンドボリィ    ヨハン・トーングレン  
   　　　取締役   取締役

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者

取締役会は、本中間報告書において、公社の業務、財政状況および業績に関する
真実かつ公正な概観を提供し、ならびに公社が直面し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。

取締役署名

 

 ビヨルン・ボルジュソン  エレン・ブラムネス・アルヴィドソン       ローレンツ・アンダーション
 　　取締役会会長    取締役会副会長   　取締役
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スウェーデン地方金融公社に関する審査報告書
 

企業登録番号：556281-4409
スウェーデン地方金融公社 取締役会　御中

概論
我々は、2011年1月1日から同年6月30日までの期間のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の
要約中間財務情報(「中間報告書」)につき審査しました。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に従い、中間報告書の作成については、公社の取締役会および
社長が責任を負います。我々の責任は我々の審査に基づき中間報告書につき意見を表明する
ことです。

審査の範囲および重点
我々は、スウェーデン公認会計士協会(Far)により発表された審査関与基準(SÖG)2410「独立監
査法人による中間財務情報の審査基準」に従い、我々の審査を実施しました。中間報告書の審
査には主に、財務および会計に係る事項を責任者に照会すること、また分析およびその他の審
査手続を適用することが含まれます。審査は、国際監査基準(ISA)および一般に認められる監査
慣行等に従い実施された監査に比べ範囲がかなり限定されています。審査で行われた手続に
よっては、我々は、監査によれば特定し得る重大な事項のすべてを我々が認識し得る水準の確
証を得ることができません。したがって、審査に基づき表明された意見は、監査に基づき表明さ
れた意見と同水準の保証を与えるものではありません。

意見
我々の審査の限りにおいては、我々は、中間報告書が、すべての重要な点において、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および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(FFFS2008:25)に従い作成さ
れていないと判断すべき事実を認識しませんでした。

2011年8月24日、ストックホルム

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 

中 間 報 告 書



リ
リ

エ
ダ

ー
ル

ス
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
株

式
会

社
(デ

ザ
イ

ン
・

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

制
作

）。
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
地

方
金

融
公

社
、 

協
力

：
 ビ

ョ
ー

ン
・

ベ
リ

ィ
ス

ト
ラ

ン
ド

、B
BD

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ（
文

章
）。

写
真

：
ク

リ
ス

タ
ー

・
ポ

ー
ナ

ー
。

スウェーデン地方金融公社

郵送先:  Box 124 SE-701 42 Örebro, Sweden. 所在地: Fenix House, Drottninggatan 2, Örebro.

電話: +46 (0)10-470 87 00. ファクシミリ:+46 (0)19-12 11 98. 電子メール: 名.氏@kommuninvest.se.

ホームページ: www.kommuninvest.org


