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• 協同組合の新規組合員数は３(前年同期：２)
• 総資産は2,690億クローネ(前年度末日現在：2,340億クローネ)
• 貸付金は1,879億クローネ(前年度末日現在：1,681億クローネ)
• 営業利益は288.4百万クローネ(前年同期：187.3百万クローネ)
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表紙の写真：

ムンクショー・ブリッジおよびカルチャー・スピラ(劇場文化センター)

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。

キャンパス・バールベリィ
バールベリィ・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。

スウェーデン地方金融公社の概要
公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングに
よって所有され、安全で費用効率の高い資金調達、財務ア
ドバイス、能力開発および協力を通じて、それらの財務活
動を支援することを目的としています。公社のビジョンは、
スウェーデンのコミューンおよびランスティングが、資金調
達を中心とする効率的な財務管理のための商品および手
段に関し、公社を自然な選択肢として選んでくれるようにな
ることです。 

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
2012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

同期(2011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、前年度末日(2011年12月31日)現在の数値です。
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中間報告書

最高経営責任者からの報告

成長を続け好業績であること。従来にも増しての貸付高の増加。EUの金融規制が展開する中で好材料な変更の
提案。これは、2012年度上半期の適正な概要を表すものでしょう。

世界経済およびユーロ圏内の協調の見通しは依然として不透明です。困難がつきまとうこの２年ほどの中で、ス
ウェーデン経済およびスウェーデンの地方自治体部門はかなりのリスクに直面しています。しかしながら、当該部
門は十分な備えを行い、あらかじめ経済の変化に対応できるよう転換してきました。

信用市場への懸念がある時期にあって、貸し手を選択する際には、安定性および安全性がますます重要な基準
となっています。公社の財務上の安定性および確立されたファイア・ウォールは、参加組合員の増加に寄与してお
り、公社が長期にわたり顧客に効率的な資金調達ソリューションを提供することを可能としています。

４月に開催されたスウェーデン地方金融協同組合の年次総会で、余剰利益の分配に係る新モデルが決定され
ました。スウェーデン地方金融公社によって得られた余剰利益は、還元および出資への利息として、スウェーデ
ン地方金融協同組合の組合員に分配されることになります。組合員は、公社への出資と同額を拠出することに
合意しています。

５月末の通達において、スウェーデンの最高行政裁判所は、還元および出資への利息についての協同組合の支
払は課税の適用対象とはならない旨の裁定を下しました。余剰金の分配というモデルは協同組合への参加の価
値および事業に十分な資本を提供するという持分保有者の責任を明確にするものです。

EU内では、新たな自己資本規制の第４弾(CRD IV)について、2013年から2019年までに段階的なプロセスを導
入すべく作業が進行中です。現在、かかる枠組みにより、異なるビジネスモデルを有する金融機関に対して適切
な要件を与えるとともに、金融の安定化が促進される見込みです。公共部門事業体の定義が明示的な保証の取
決めを有する地方自治体所有機関を含めるように拡大されたうえ、低リスク事業体に対するレバレッジ比率要件
は、金融機関のリスク水準に応じて差別化される状況にあります。これらは歓迎すべき展開です。

余剰金の分配に係るモデルの導入により、公社は、新しい今後の資本要件を遵守することが容易になります。ま
た、新規の組合員の募集および公社の競争力にプラスの影響を与えるはずです。様々な資金調達の選択肢を
評価する地方自治体である借り手は、とりわけ余剰金の分配および資本市場での独自の借入プログラムの維持
に係る費用を検討する際に、公社が最も魅力的な条件を提供しているのだと分かるのです。

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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市場
世界経済および金融市場
世界経済の動向は依然として脆弱です。欧米世界における
債務および信用収縮、ユーロ圏の協調をめぐる問題および
予想される中国の景気減速が、2012年度上半期中、世界
経済が勢いを失う要因となっていました。

金融における安全な投資先の模索が、安定していると
みなされた国では歴史的な超低金利水準を招きました。
当該上半期末頃には、スウェーデンやドイツなどでは10年
物国債の金利は１％強で取引され、２年物国債について
は利回りがマイナスとなることもありました。これは、かか
る国債に対する需要の高さを表すものです。

６月末のユーロ圏サミットでの決定が資本市場の安
定化に寄与しています が、どの程度続くのかは依然として
不透明です。 

公社の貸付けおよび組合員の増加
2012年度上半期について、公社は貸付高において12％
の伸びを記録しました。貸付けの伸びは主として、既存の
組合員だけでなく新規の組合員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。

2012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270(262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
ーンおよびランスティングの87％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、エンショーピング・コミューン
(Enköping Municipality)、オーモール・コミューン(Åmål 
Municipality)およびヴァルナモ・コミューン(Värnamo 
Municipality)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当該上半期を通して引き続き良好で
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。

当該上半期中、総額で、前年同期の500億クローネに
対して、640億クローネ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250億クローネ（前年同
期：360億クローネ）が満期到来しました。

最も大きな資金調達取引として、総額22.5億米ドルに
上る２件のベンチマーク債取引が挙げられ、いずれにつ
いても投資家の反応は好調であり、各国中央銀行や公的
機関による参加の増加も記録的なものでした。131億クロ
ーネがスウェーデン・ベンチマーク債プログラムに基づき
借り入れられ、６月30日現在、同プログラムでは総額424
億クローネが発行済みです。堅実な需要および魅力的な
条件から、多くの資金調達取引が英ポンド建てでも行われ
ています。

2012年６月30日現在、公社の資本市場での資金調
達(ただし、取消可能な借入れは満期まで延長されていま
す。)の平均満期は2011年６月30日現在の3.0年に対し
て、2.9年でした。最も早い取消日が適用されていたとす
る場合、平均満期は2011年６月30日現在の1.9年に対し
て、2.0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。すなわち、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(いずれもアウトルック(格付見
通し)安定的)は、スタンダード・アンド・プアーズにより2012
年６月に、ムーディーズにより2011年10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。
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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
同期(2011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、前年度末日(2011年12月31日)現在の数値です。

業績
営業利益(処分・税引前利益)は、288.4百万クローネ(前
年同期：187.3百万クローネ)に上りました。一方、営業利
益には未実現の市場価値変動77.6百万クローネ(前年
同期：26.6百万クローネ)も含まれています。市場価値変
動の影響を除く営業利益は、210.8百万クローネ(前年同
期：160.7百万クローネ)でした。処分・税引後利益(未実現
の市場価値変動を含みます。)は、214.5百万クローネ(前年
同期：110.9百万クローネ)に上りました。

営業収益合計は、32％増加して、414.9百万クローネ
(前年同期：313.9百万クローネ)に上りました。営業収益に
は、純利息収益、支払手数料、金融取引純利益およびその
他営業収益が含まれます。

純利息収益は、31％増加して、349.6百万クローネ(前
年同期：266.0百万クローネ)に上りました。かかる増加は
主として、貸付額の増加はもちろんのこと(2011年６月30
日現在に比べて、名目ベースでの貸付額(すなわち実際に
貸付けられた額)は26％増でした。)、持分保有者指令に沿
って貸付けが新たな高い利ざやで供与されたことにも起
因しています。

当該上半期の金融取引純利益は65.4百万クローネ(前
年同期：50.9百万クローネ)でした。かかる利益は主として、
損益計算書において認識される未実現の市場価値変動
77.6百万クローネ(前年同期：26.6百万クローネ)だけではな
く、自己債券の買戻しおよび金融商品の売却により影響を
受け、12.5百万クローネの利益減少の要因となりました(前
年同期：24.4百万クローネの利益増加に寄与)。

当該上半期中、公社は、金融商品の売却に関連して、
損失において、その他包括利益から当期利益に25.2百万
クローネ(前年同期：0.0百万クローネ)を振り替えました。
自己債券の買戻しは、17億クローネ(前年同期：９億クロ
ーネ)(名目金額)でした。

費用は126.5百万クローネ(前年同期：126.6百万ク
ローネ)に上り、52.2百万クローネ(前年同期：45.0百万ク
ローネ)の安定化政策費用が含まれます。バランスシート
の大きさに基づき算定される安定化政策費用の増加は、
継続的な貸付けの増加に起因するものです。当該上半期
の安定化政策費用は、公社の費用合計の41％(前年同
期：36％)を占めました。

安定化政策費用を除くと、費用は９％減少して、74.3
百万クローネ(前年同期：81.6百万クローネ)でした。したが
って、安定化政策費用は、業務における同費用を除く費用
合計の70％(前年同期：55％)に相当します。

貸付けの成長、規制制度上の大きな変更や公社の国
内および海外の借入プログラムの拡大が相まって、業務
へ一段と厳しい要求を増加させ、全般に費用の増加をも
たらしました。並行して、プロジェクトや活動が業務合理化
のために整えられ、長期的に費用の低減に寄与しました。
安定化政策費用を除くと、当該上半期の費用の減少は主
として、業務における大型プロジェクトの時期に伴うもので
した。費用は、予定されている大型プロジェクトが始動する
ことから、2012年度下半期において増加が予想されます。

財政状態
当該上半期末日現在、総資産は、貸付金および借入金の増
加の結果、2,690億クローネ(前年度末日現在：2,340億ク
ローネ)に増加しました。

借入れ
当該上半期末日現在、借入金は2,545億クローネ(前年度
末日現在：2,222億クローネ)でした。公社の借入れの大部
分は債券(年限１年超のもの)およびコマーシャル・ペーパ
ー・プログラムに基づきコマーシャル・ペーパー(年限１年
未満のもの)を発行する形で行われています。直接のロー
ンによる調達(国際機関との双務契約)も少ないながら一
部を占めています。公社は、借入期間を１日から30年に設
定しており、主に固定金利および変動金利の金融商品を
扱っています。

借入れの通貨別内訳、2012 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、22.9%

日本円、17.0%
米ドル、 37.2%

スイス・フラン、1.6%

英ポンド、18.1%

豪ドル、0.3%

出所：スウェーデン地方金融公社

ノルウェー・クローネ、2.9%

借入れのプログラム別内訳、2012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・クローネ建
ベンチマーク債、20.6%

日本における債券の売出し、
 18.0%

その他EMTN、31.0%

出所：スウェーデン地方金融公社

米ドル建ベンチマーク債、 30.4%
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貸付け
2012年６月30日現在、公社の貸付金は、1,879億クローネ
(前年度末日現在：1,681億クローネ)に上りました。名目ベ
ース(すなわち実際に貸付けられた額ベース)では、貸付金
は前年度末日現在に比べて12％増の1,858億クローネ(前
年度末日現在：1,657億クローネ)でした。かかる増加は主
として、公社が既存の顧客の借入れにおける公社の占有率
を徐々に伸ばしていることで説明できます。当該上半期中
に新たに３の組合員が加入しことも成長に寄与しました。

当該上半期末日現在、組合員の借入れにおける公社
の占有率は68％(前年度末日現在：63％)、地方自治体部
門全体における占有率は44％(前年度末日現在：44％)と
算定されています。

流動性準備金の管理運用
2012年６月30日現在、公社の流動性準備金は659億クロ
ーネ(前年度末日現在：521億クローネ)に上り、貸付額の
35％(前年度末日現在：31％)でした。公社のガイドライン
によると、流動性準備金は貸付額の20％から40％であるこ
ととされています。

投資の大部分は、スウェーデン国家、OECD諸国の政
府保証付の金融機関および北欧の銀行により発行された
有価証券に対するものです。投資のかなりの部分が、スウ
ェーデン中央銀行へ担保提供可能な資産になされていま
す。高い流動性を確保するため、投資は、少なくともムーデ
ィーズからA2および／またはスタンダード・アンド・プアー
ズからAの格付けを得ているカウンターパーティとの間で
のみ実行することができます。また、組合員である地方自
治体について公社が適用する貸付限度を考慮に入れたう
え、かかる地方自治体により発行された有価証券への投資
も行うことができます。

2012年６月30日現在、公社は、投資ポートフォリオに
ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガルまたはスペイ
ンへの直接的エクスポージャーは有していません。

デリバティブ
正の市場価値および負の市場価値を持つデリバティブは
それぞれ151億クローネ(前年度末日現在：137億クロー
ネ)および117億クローネ(前年度末日現在：94億クローネ)

でした。デリバティブ契約は、業務において市場リスクに対
応するためにリスク管理手段としてのみ用いられています。
デリバティブ契約の市場価値の変動は、借入れおよび貸付
けのポートフォリオの市場価値の変動と相殺されています。

劣後債務
劣後債務は、スウェーデン地方金融協同組合により貸し付
けられた永久劣後ローン(perpetual debenture loan)から
成ります。

資本－還元および出資への利息による余剰金の分配
スウェーデン地方金融協同組合は、協同組合の2011年お
よび2012年の年次総会による決議を受けて、2011年会
計年度分より、スウェーデン地方金融公社の業績をスウェ
ーデン地方金融協同組合の持分保有者／組合員に明確に
するために、還元および出資への利息の適用を開始しまし
た。さらに、余剰金の分配を超えない金額で、年間の出資要
件が導入されました。結果として、スウェーデン地方金融公
社の利益は、持分保有者／組合員の決算書で認識され、ま
た、スウェーデン地方金融公社においては、余剰金の分配
を自己資本の強化に使用することができるのです。

2012年６月、スウェーデン地方金融協同組合は、余剰
金の分配については総額276百万クローネの支払を行い
ました。組合員の出資については、250百万クローネの支
払が６月に、26百万クローネの支払が７月に行われまし
た。2012年６月30日現在、スウェーデン地方金融公社に
おいて、250百万クローネが新しい株式資本(進行中の新
株発行)として計上されています。

スウェーデン地方金融協同組合は、スウェーデン地方
金融公社において2012年度に発生する業績についても
還元および出資への利息の形で余剰金の分配を利用する
予定です。これは、一定の猶予を持ち、スウェーデン地方金
融公社の2012年度分の業績が自己資本に反映されるこ
とを意味します。2013年４月の協同組合の年次総会後2
ヵ月以内に、2012年度分の業績に関する余剰金の分配は
公社に資本として返還される見込みであり、2013年６月
30日時点のスウェーデン地方金融公社の自己資本の一部
を成すものと期待されます。

流動性準備金の投資先格付別内訳
2012年６月30日現在

Aa3/AA-、9.3%

A1/A+ から A3/A-まで、 4.1%
Baa1/BBB+ から Ba1/BBまで、 0.3%

Aa1/AA+ から 
Aa2/AAまで、 5.3%

Aaa/AAA、80.1%

無格付のスウェーデンの
地方自治体、 0.9%

流動性準備金の投資先発行体別内訳
2012年６月30日現在

各国政府、 15.8%

各国政府保証付
発行体、 35.2%

銀行(欧州)、6.3%

銀行(カナダ)、0.9%

銀行(北欧)、
カバードボンド、
レポ、流動資産、
38.8%

銀行(豪州)、 3.0%

中間報告書
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資本
2012年６月30日現在、資本は、1,307.6百万クローネ(前
年度末日現在：714.4百万クローネ)でした。当期利益およ
び2011年度分についての余剰金の分配に関する出資の
支払に加え、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、またこれまでに貸付金および債権
として再分類された投資の効果により影響を受けました。
これらがその他包括利益に対して直接認識されているため
です。(10頁の資本変動表および13頁の再分類をご参照下
さい)。

株式資本
2012年度中、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40.0百万クローネ(前年度
末日現在：4.0百万クローネ)、また進行中の新株発行により
250.5百万クローネ(前年度末日現在：0.0百万クローネ)増
額されています。2011年度分の業績に関する余剰金の分
配が、250.5百万クローネ(前年度末日現在：0.0百万クロー
ネ)の進行中の新株発行の一部を構成しています。残りの
株式発行は、スウェーデン地方金融協同組合の新規組合
員からの出資および協同組合からの追加出資に帰される
ものです。

2012年６月30日現在、株式資本は332.4百万クロー
ネ(前年度末現在：292.4百万クローネ)、3,323,850株(前
年度末日現在：2,923,850株)になりました。進行中の新株
発行は、250.5百万クローネ(前年度末日現在：0.0百万ク
ローネ)、2,505,081株(前年度末日現在：0株)でした。

貸倒損失
貸倒損失は０百万クローネ(前年同期：０百万クローネ)で
した。

キャピタル・カバレッジ
キャピタル・カバレッジ比率(所要自己資本合計に対する自
己資本合計)は、5.40(前年度末日現在：5.71)でした。法定
の最低水準は1.0です。自己資本比率(リスク資産に対する
自己資本合計)は43.2％(前年度末日現在：45.7％)でした。

従業員および環境
当該上半期中、従業員数は３名増えて62名でした。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。

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、直近の年次報告書
の40－46頁に記載されています。当該上半期中、当該年
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。

リスク管理
スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方金融協同
組合を介して、大多数のスウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングにより所有される信用専門会社です。公社の
業務は、地方自治体部門の財務活動を支援することのみを
目的としており、公社は他の金融市場への参加者といくつ
かの重要な点において区別されます。
• 貸付けはスウェーデンのコミューン、地方自治体の関係

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

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

• 公社は、預金業務または積極的なトレーディング業務を
行っていません。

•   公社は、良好な資本状況にあります。

流動性準備金の投資先発行体所在国別内訳
2012年６月30日現在

スウェーデン、54.0%

豪州、 3.0%

フィンランド、 7.9%

ドイツ、15.4%

オランダ、7.1%

デンマーク、 6.6%

カナダ、1.9% 国際機関(EU)、 1.4%
その他、2.7%

中間報告書
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2012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2,556億クローネ(前年度末日現在：2,233億クロ
ーネ)に上りました。かかるエクスポージャーの73％(前年
度末日現在：69％)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、13％(前年度末日現在：20％)
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、13％(前年度末日現
在：10％)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」区分における増加
は、スウェーデンのカバード・ボンドへの投資に関連するも
のです。

高い流動性を確保するため、公社の流動性準備金
は主として、ソブリン債で保有されており、スウェーデン
および北欧に集中しています。流動性準備金の追加情報
については、４-５頁および公社のウェブサイト(Investor 
Relations(投資家情報)の頁のFinancial information and 
publications(財務情報・刊行物)－Liquidity reserve(流動
性準備金)の項をご参照下さい。)に示されています。

2012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18億クローネ(前年度末日現在：42億クローネ)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抑制されます。2012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31％(前年度末日現在：51％)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。

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。

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。)を確保することを目指していま
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。2012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34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80％がCSAでカバーされました。

取締役会
2012年４月18日の年次総会において、ビヨルン・ボルジュ
ソンが取締役会会長に再任され、またエレン・ブラムネス・
アルヴィドソンが取締役会副会長に再任されました。その
他の取締役は、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・エリアソンです。

経営陣
2012年度上半期中、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)、ヨハンナ・ラーション(管理部長)、ア
ンダーシュ・ゴンゲ(資金調達・財務部長)およびペレ・ホル
メーツ(貸付部長)で構成されていました。

信用リスク・エクスポージャー
2012年６月30日現在

デリバティブ、0.7%

流動性準備金、
リスク・ウェート0％、
13.0%

貸付け、 リスク・ウェート 0 %、
73.5%

流動性準備金、リスク・ウェート
10 ％ および 20 ％、
12.8%

信用の集中－貸付け別構成
2012年６月30日現在
 

上位10、23%

その他、77%

デリバティブ・カウンターパーティに対する
エクスポージャー純額の対象国別内訳
2012年６月30日現在

スイス、26.7%

英国、 19.7%

カナダ、 3.1%
フランス、 5.5%

米国、43.4%

豪州、 1.6%

デリバティブ債権の格付別内訳
2012年６月30日現在

Aaa/AAA から A2/AAまで、1.8%

Aa3/AA-、29.9%

A1/A+、 21.9%

A2/A、 29.5%

A3/A-、3.1%

Baa1/BBB+、 13.8%

中間報告書
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です。
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損益計算書

包括利益計算書

(単位：百万クローネ)	 2012	年１月－6月	 2011年１月－6月	 2011年１月－12月
利息収益 3,122.1 2,469.1 5,401.6

利息費用 -2,772.5 -2,203.1 -4,829.0

純利息収益 349.6 266.0 572.6

    

支払手数料 -4.7 -3.0 -8.6

金融取引純利益 65.4 50.9 72.1

その他営業収益 4.6 0.0 0.1

営業収益合計 414.9 313.9 636.2

    

一般管理費 -123.1 -119.9 -230.0

うち、安定化政策費用  -52.2 -45.0 -83.6

有形資産減価償却費 -1.3 -1.2 -2.5

その他営業費用 -2.1 -5.5 -7.6

費用合計 -126.5 -126.6 -240.1

    

営業利益 288.4 187.3 396.1

処分 3.4 -35.7 13.9

当期利益にかかる公租公課 -77.3 -40.7 -109.4

当期利益 214.5 110.9 300.6

 

(単位：百万クローネ) 2012	年１月－6月 2011年１月－6月 2011年１月－12月
当期利益 214.5 110.9 300.6

その他包括利益   

売却可能金融資産 95.7 8.9 -99.0

当期利益に振り替えられた売却可能金融資産 25.2 0.0 -0.2

貸付金および債権 -1.2 -2.0 -4.2

その他包括利益に関連する公租公課 -31.5 -1.8 27.2

その他包括利益合計 88.2 5.1 -76.2

当期包括利益 302.7 116.0 224.4

中間報告書
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貸借対照表

(単位：百万クローネ) 2012	年6月30日現在 2011年6月30日現在 2011年12月31日現在
資産   

現金 0.0 0.0 0.0

担保適格国債 13,182.1 13,937.8 10,841.7

金融機関に対する貸付金 10,323.1 5,077.9 1,734.5

貸付金 187,895.8 147,927.8 168,070.5

債券およびその他利付証券 42,399.8 41,681.9 39,518.7

株式および出資持分 1.5 1.1 1.3

関連会社株式および出資持分 0.5 0.5 0.5

子会社株式 32.0 0.0 0.0

デリバティブ 15,107.2 12,681.9 13,687.2

有形資産 6.7 6.8 6.7

その他資産 82.1 102.6 148.3

前払費用および未収収益 15.0 21.8 19.0

資産合計 269,045.8 221,440.1 234,028.4

    

負債、引当金および資本   

金融機関に対する負債 3,927.8 3,368.0 4,149.4

有価証券 250,607.9 204,061.6 218,037.4

デリバティブ 11,706.9 11,745.3 9,354.5

その他負債 133.2 16.3 455.4

未払費用および前受収益 159.8 90.9 111.5

引当金 1.9 1.4 1.6

劣後債務 1,000.2 1,000.1 1,000.2

負債および引当金合計 267,537.7 220,283.6 233,110.0

   

非課税準備金 200.5 253.6 204.0

    

資本 1,307.6 902.9 714.4

制限資本   

株式資本(１株当り額面100クローネ、 3,323,850株) 332.4 292.4 292.4

進行中の新株発行(１株当り額面 100クローネ、2,505,081株) 250.5 0.0 0.0

法定準備金 17.5 17.5 17.5

非制限資本   

公正価値準備金 0.6 -6.2 -87.6

繰越利益 492.1 488.3 191.5

当期利益 214.5 110.9 300.6

資本合計 1,307.6 902.9 714.4

負債、引当金および資本合計 269,045.8 221,440.1 234,028.4

    

備忘項目   

自己負債に対する担保提供 3,288.8 1,071.4 3,516.9

偶発債務 なし なし なし

    

債務   

未実行の約定済貸付金 2,355.6 1,051.7 1,576.0

中間報告書
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資本変動表

2012年1月1日ー６月30日  

 制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式資本  法定準備金 公正価値 繰越利益  当期利益
    準備金(1) ／損失  

 

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

当期利益 - - - - 214.5 214.5

その他包括利益 - - 88.2 - - 88.2

余剰金処分 - - - 300.6 -300.6 0.0

新株発行 40.0 - - - - 40.0

進行中の新株発行 250.5 - - - - 250.5

2012年６月30日現在の次期繰越資本 582.9 17.5 0.6 492.1 214.5 1,307.6

      

(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 0.6      

 -貸付金および債権(再分類後) 0.0     

      

 

2011年1月1日ー6月30日      

  制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式資本  法定準備金 公正価値 繰越利益 当期利益
    準備金(1) ／損失  

 

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

進行中の新株発行 - - - - - 0.0

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     

 

 

2011年1月1日ー12月31日      

  制限資本   非制限資本  資本合計
(単位：百万クローネ) 株式資本 法定準備金 公正価値 繰越利益  当期利益
    準備金(1) ／損失  

 

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 - - - - 300.6 300.6

その他包括利益 - - -76.3 - - -76.3

余剰金処分 - - - 140.6 -140.6 0.0

新株発行 4.0 - - - - 4.0

グループ補助金 - - - -402.6 - -402.6

グループ補助金に関する税効果 - - - 105.8 - 105.8

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

      

(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 -88.5     

 -貸付金および債権(再分類後) 0.9

中間報告書
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キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万クローネ) 2012	年１月－6月 2011年１月－6月 2011年１月－12月 

営業活動    

営業利益 288.4 187.3 396.0

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 -76.6 -25.4 -10.6

税金の支払 -43.1 -57.8 -84.4

営業活動における資産および負債の増減前の 

営業活動からのキャッシュ・フロー 168.7 104.1 301.0

利付証券の増減 -4,634.9 -15,476.7 -8,412.1

貸付金の増減 -20,011.8 -14,294.1 -32,978.2

その他資産の増減 17.8 -86.0 -11.7

その他負債の増減 7.7 64.9 125.6

営業活動からのキャッシュ・フロー	 -24,452.5 -29,687.8 -40,975.4

 

投資活動    

子会社の取得 -32.0 0.0 0.0

有形資産の処分 0.0 0.0 0.0

有形資産の取得 -1.3 -1.1 -2.3

投資活動からのキャッシュ・フロー -33.3 -1.1 -2.3 

 

財務活動    

有価証券 87,627.1 83,294.0 143,755.1

債務の満期到来および返済 -54,548.2 -51,918.6 -102,716.7

劣後ローン 0.0 0.0 0.0

新株発行 290.5 4.0 3.9

グループ補助金の支払 -295.0 0.0 -27.7

財務活動からのキャッシュ・フロー 33,074.4 31,379.4 41,014.6 

    

当期のキャッシュ・フロー 8,588.6 1,690.5 36.9 

 

期首流動資産残高 1,734.5 1,697.6 1,697.6 

   

期末流動資産残高 10,323.1 3,388.1 1,734.5 

2012年６月30日現在の流動資産には、0.0百万クローネ(2011年６月30日現
在：1,689.8百万クローネ、2011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・フロー計算書は、間接法を用いて作成されています。営業利益は、
営業活動に含まれない増減を調整しています。キャッシュ・フロー計算書は、
営業活動、投資活動および財務活動からの対内・対外支払に分けられています。

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整    

減価償却費 1.3 1.2 2.5

有形金融資産の増減による為替レート差額 -0.3 0.0 0.0

未実現の市場価値変動 -77.6 -26.6 -13.1

合計 -76.6 -25.4 -10.6 

   

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息    

受取利息 2,759.2 2,464.9 5,032.9

支払利息 -2,576.0 -1,873.8 -4,459.3

中間報告書
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会計原則

本中間報告書は、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 解 釈には、Å R K Lの規 定の範 囲 内
で、FFFS2008:25で明示された追加規定および除外規定を考
慮の上、可能な限り従っています。ÅRKL第７条第６a項に従
い、公社は、企業集団会計の原則を適用しないことにより、IFRS
については除外規定を選択しています。本中間報告書に適用
された会計原則および算定方法は、直近の年次報告書に適用
されたものと同一です。

スウェーデン地方不動産会社
(Kommuninvest Fastighets AB)の
取得、企業集団会計
2012年１月１日付で、スウェーデン地方金融公社は、スウェ
ーデン地方金融協同組合からスウェーデン地方不動産会社の
発行済株式のすべてを取得しました。結果として、スウェーデ
ン地方金融公社は、親会社であるスウェーデン地方金融公社
および子会社であるスウェーデン地方不動産会社から成る企
業集団を形成しています。スウェーデン地方不動産会社の業
務はもっぱら、スウェーデン地方金融公社が事業を実施してい
る建物の所有および管理です。スウェーデン地方金融公社の
子会社は財政状態および業績に関して重要でないことから、
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
法律第７条第６a項に従い企業集団会計の原則は適用しませ
ん。2012年６月30日現在、スウェーデン地方不動産会社の総
資産は46百万クローネ、資本は10.7百万クローネであり、また
当該上半期の利益は-3.5百万クローネでした。

キャピタル・カバレッジ

公社のキャピタル・カバレッジに関する情報は、キャピタル・カ
バレッジおよびリスク管理についての情報公開に関するスウェ
ーデン金融監督局の規則および一般勧告(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   

 

   

自己資本	(単位：百万クローネ) 2012年６月30日現在	 2011年６月30日現在	 2011年12月31日現在
株式資本 332.4 292.4 292.4

進行中の新株発行 250.5 0.0 0.0

法定準備金 17.5 17.5 17.5

繰越利益 492.1 488.3 191.6

当期利益 214.5 110.9 300.6

控除：予想配当／グループ補助金 -214.5 0.0 0.0

控除：繰延税金資産 -0.2 -3.7 -7.2

非課税準備金 147.8 186.9 150.3

自己資本の基本的項目合計 1,240.1 1,092.3 945.2

自己資本の補完的項目   

永久劣後ローン 1,000.0 1,000.0 945.2

自己資本の補完的項目合計 1,000.0 1,000.0 945.2

自己資本合計 2,240.1 2,092.3 1,890.4

   

所要自己資本   

信用リスクに対する所要自己資本(標準的手法) 336.2 299.8 250.9

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本 77.5 53.9 77.5

トレーディング業務におけるリスクに対する所要自己資本 0.8 11.9 2.3

為替リスクに対する所要自己資本 0.0 0.2 0.1

所要自己資本合計 414.5 365.8 330.8

   

キャピタル・カバレッジ比率 5.40 5.72 5.71 

自己資本比率    43.2%     45.8%    45.7%

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。

中間報告書
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2012年６月30日現在

再分類が行われていなければ、2012年６月30日現在の公正価値準備金に0.1百万クローネのプラ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6.6百万クローネ増加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10.4百万クローネ（前年同期：11.3百万クローネ）の利息収益を計上して

います。

 2012年６月30日現在 2011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      2,984.9  2,985.0 4,129.5 4,123.0

      

	 	 	 	 	

	

すべての資産は質が高く、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
ていた利付証券による資産が、「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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2012年８月28日、エーレブロー

 

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

 カタリーナ・ラーゲルスタム アンナ・サンドボリィ ヨハン・トーングレン
 取締役 取締役 取締役

 

トーマス・ヴェーングレン

社長兼最高経営責任者

 

 

 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
 取締役会会長 取締役会副会長 

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

中間報告書
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スウェーデン地方金融公社に関するレビュー報告書
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、2012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」)につきレビューしました。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、本中間報告書の
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レビューに基づき本中間報告書につき
意見を表明することです。

レビューの範囲および重点
我々は、スウェーデン公認会計士協会(Far)により発表されたレ
ビュー関与基準(SÖG)2410「独立監査法人による中間財務情
報のレビュー基準」に従い、我々のレビューを実施しました。中
間報告書のレビューには主に、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レビュー手続
を適用することが含まれます。レビューは、国際監査基準(ISA)
に従い実施された監査に比べ、また健全な監査の一般原則に
比べ範囲がかなり限定されています。
レビュー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、レビューに基づき表明さ
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
我々のレビューの限りにおいては、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。

2012年８月28日、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

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、BBD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。
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