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公社の任務は、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を調達することで
す。2011年度も協同組合への加入および貸付
高に引き続き増加がみられた年でした。地方自治
体部門の資金調達の約45％が公社によりアレン
ジされています。
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 スウェーデン地方金融公社 

年次報告書



表紙の写真：

ヴァルスタの給水塔
シグツーナ・コミューンは2002年からスウェーデン地
方金融協同組合の組合員です。

クムラ・レイクパーク
クムラ・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。

スウェーデン地方金融公社・年次報告書
本書は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融
公社の年次報告書です。親団体であるスウェーデン地
方金融協同組合の年次報告書はホームページwww.
kommuninvest.seでご覧いただけます。スウェーデン地
方金融公社・年次報告書および監査報告書の英語版
は、スウェーデン語版(原文)からの翻訳版です。
(訳注)この日本語版は、英語版からの日本語翻訳版です。
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1公 社 の 任 務

コミューンおよびランスティング（地方自治
体）は住民に対し、適切に機能する社会に不
可欠な多くのサービスを提供しています。コミ
ューンおよびランスティングの業務の大部分
には税金が充てられ、かかる業務が可能な限
り効率的に管理されることが住民の利益に
かなうのです。大幅に節減することができる
分野が借入れです。
公社は、地方自治体部門が最善の条件で

資金を借り入れられるように努めています。公
社の任務は、スウェーデンのコミューンおよび
ランスティングに安定した費用効率の高い資
金調達へのアクセスを確保することです。公
社は、資金調達、財務アドバイス、知識開発お
よび協力を通じて、地方自治体部門の資金
調達活動を支援しています。公社は、公共施
設および公共サービスの資金を調達します。

地方自治体部門の代わりに、公社は、海外お
よび国内の資本市場で資金を借り入れてい
ます。公社は、借入れを分散する戦略をとり、
広範な投資家層、投資商品および通貨を取
り扱っています。公社は、２つの独立した信
用格付機関から最上位の信用格付である
AAA／Aaaを取得しています。

公社は、スウェーデンの地方自治体
当局のために資金調達コストの
節減を図ります。...

...そして、債権者に健全な投資
対象を提供します。
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公社は、1986年に９つのコミューンおよびランスティ
ング・エーレブローにより設立された際、不変のシンプ
ルなコンセプト（より良い借入条件を得るために協働す
ること、および地方自治体向けの貸付市場における競
争を促すこと）を持ち、それは今日の公社の業務におい
てもなお浸透しています。今日、かかる協力には、267
のコミューンおよびランスティングが参加しており、これ
は、85％超のスウェーデンのコミューンおよびランステ
ィングが公社を通じての借入れが可能であることを意
味しています。業務はすべて、スウェーデン地方金融協
同組合の完全子会社で、信用専門会社であるスウェー
デン地方金融公社によって行われています。

地方自治体部門のみへの貸付け
公社の商品およびサービスは、スウェーデン地方金融
協同組合の組合員であるコミューンならびにランステ
ィングおよび組合員が持分の過半数を所有する関係
会社のみ利用が可能です。
公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティ

ングが安定した費用効率の高い資金調達行うことを確
実にすることについての手段としての役割を担ってい
ます。その業務は、地方自治体の事業活動の資金調達
におけるリスクを低減するのに役立っており、したがっ
て、地方自治体部門の財政安定の向上に寄与していま
す。現在まで、業務は主に、資金調達および顧客の借入

公社の概要

地方自治体部門の公社を通じての協力は、当該部門の資金調達の効率化を高め、財政安定の向上を支援すること
が意図されています。公社は、スウェーデンの地方自治体部門向けの最大手の貸し手です。2011年度末現在、公社
の貸付総額は1,680億クローネ(SEK)となりました。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することが公社のビジョンです。

れに関連したリスク管理を中心としています。

借り手としての特別な地位
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。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
び合併の場合を除いて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最
終的な責任を負うため、この保証は、とても強いものと
みなされています。

良好な資産内容
公社は、スウェーデンのコミューンならびにランスティ
ング、およびかかる地方自治体の保証がある場合には、
それらが持分の過半数を所有する関係会社にのみ貸
付けを行います。かかる貸付業務は、現行のキャピタ
ル・カバレッジ・ルールにおいて、リスク・ウエートはゼ
ロであるとされています。

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

公 社 の 概 要

      
過年度の要約
 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

総資産(単位：十億クローネ)	 234.0 190.2 183.1 142.7 109.9	
貸付金(単位：十億クローネ) 168.1 133.7 123.6 104.7 77.9 
利益(単位：百万クローネ) 300.6 140.6 170.6 44.5 24.1

組合員数、合計 267 260 248 223 210 
うちコミューン 259 253 241 216 203 
うちランスティング 8 7 7 7 7

資本(総資産に対する自己資本の比率、％) 0.81% 0.99% 0.34% 0.34% 0.37%
調整後資本(1) 0.95% 0.99% 0.34% 0.34% 0.37% 
キャピタル・カバレッジ比率(2) 5.71 10.09 3.55 3.35 1.81 
 

(1)	還元および利息に相当する新株発行(2011年度の利益に関連する追加)を調整後の自己資本。
(2)	バーゼルⅡにおける第１の柱である、所要自己資本で自己資本を除したもの。
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公 社 の 概 要

目標
成長	 2015年度までに、公社の貸付けが地方自治体部門の外部借入の少なくとも70％を占

めることが見込まれています。

安定性	 公社は、予想される組合員数および貸付けの増加を支えるためには、好業績を示す必	
	要があります。自己資本が持続的に総資産の少なくとも１％相当となることを目標と
しています。

効率性	 2015年度までに、安定化政策費用を除き、営業費用を持続的に貸付高の最大0.08％
とすること。

従業員	 公社は、魅力ある会社であり、強力なブランドをもった雇用主であること。これは、特に
従業員満足度指数により評価されます。

事業コンセプト、目標およびビジョン
― スウェーデン地方金融公社

事業コンセプト
スウェーデン地方金融公社の任務は、地方自治体価値
の基礎に基づき長期的に最善の条件を創出することで
す。公社は、競争力のある貸付け、財務管理の効率化に

貢献する手段や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。

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、公社を選択するのは自然な選択で
す。競争力のあるソリューション、効率的なサービスお

よび適切なアドバイスは顧客を満足させるものです。
地方自治体部門の資金調達需要を確保する手段とし
ての役割を有し、公社は、外部環境において特別な位
置を占めています。

目標および目標達成
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効率性：貸付高に対する安定化政策費用を除く

管理費用の比率、％

安定性：総資産に対する調整後自己資本の比率、％

(2ページをご参照ください。)

成長：地方自治体部門の外部借入全体における

公社の割合

2008年  2009年  2010年  2011年   2015年目標 2008年   2009年  2010年  2011年  2015年目標2008年   2009年  2010年  2011年    2015年目標

   0.34%        0.34%        0.99%        0.95%               1.0%  0.08%        0.09%       0.10%       0.09%              0.08%30 %          34 %          35 %          44 %                70 %
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4 2 0 1 1 年 度 の 概 要

2011年度の業績 
•	７のコミューンおよびランスティングが新たに組
合員になりました（2010年度：12）。当該年度末
現在、協同組合の組合員数は267でした（2010年
度：260）。

•	貸付額は26％増加し、貸付残高は1,681億クロー
ネに達しました（2010年度：1,337億クローネ）。総
資産は、2,340億クローネに増加しました（2010年
度：1,902億クローネ）。

•	当期の営業利益は396.1百万クローネでした
（2010年度：275.7百万クローネ）。当期利益
は、300.6百万クローネでした（2010年度：140.6
百万クローネ）。	

•	キャピタル・カバレッジ比率は5.71（2010年
度：10.09）で、45.7％（2010年度：80.7％）の自
己資本比率に相当します。

•	公社は、市場で最上位の格付け（Aaa（ムーディー
ズ）およびAAA（スタンダード・アンド・プアーズ））
を取得しています。	
	

2011年度新規組合員
組合員番号267：ボーロース市
組合員番号266：ギースラベート・コミューン
組合員番号265：ニーショーピング・コミューン
組合員番号264：パーシュトープ・コミューン
組合員番号263：ソルナ市
組合員番号262：ランスティング・ダーラナ
組合員番号261：ノールテリエ・コミューン

2011年12月31日現在

の参加コミューン

2011年12月31日現在

の参加ランスティング

組合員

非組合員
  

組合員数および貸付高、2002年-2011年
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２月 
７年物地方自治体債券K1708

公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログラムに基づく新
たな７年物債券の発行は、１時間以内に全額引き受けら
れ、合計31億クローネ発行されました。本発行は、スウェー
デンのコミューンおよびランスティングに対して、好条件で
の長期貸付へのアクセスを可能にするものです。

３月 
アブダビにおける借入担当チーム

公社の借入担当チームは定期的に世界各国の投資家を訪
問し、費用効率の高い資金調達へのアクセスを確保してい
ます。３月において、当該チームはアブダビおよびオースト
ラリアを訪問しました。	

４月
記念の年次総会

2011年４月、ストックホルムにおける協同組合の年次総会
で公社の25周年が祝われました。スウェーデン地方金融協
同組合の70％近い組合員が出席しました。

７月 
AAAの格付けを確認

独立した格付機関２社は、公社の信用度を継続的に評価
しています。７月、スタンダード・アンド・プアーズは、AAAの
格付けを確認し、10月にはムーディーズがAaaの格付けを
確認しました。公社は、ムーディーズが2002年、およびスタ
ンダード・アンド・プアーズが2006年に公社の動向監視を
開始して以来、両機関による最上位の格付けを維持してい
ます。

９月 
貸付高が1,500億クローネを突破		

2011年９月22日、Alvesta	 Elnät	 AB、Tyresö	 Bostäderお
よびエーレブロー・コミューンは、公社から借入れを行い、
これにより貸付金の総額は1,500億クローネ超となりまし
た。1986年の業務開始から18年後の2004年に500億クロ
ーネを超え、2008年には1,000億クローネを超えました。

10月 
「社会における公社」による
新たなパートナーシップ契約

公社の企業持続可能性プログラム「社会における公社
(Kommuninvest	 in	 Society)」は、2011年に開始されまし
た。公社の雇用主としてのブランドの強化に関する取組み
は、主に公社が多様な手段を通じてエーレブロー地方の堅
調な発展を促進するために働きかけるという地域社会へ
の貢献に焦点を当てています。

2011年度の概要	



ボーダのガラス工房
エマボーダ・コミューンは2007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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さらに強化される協力

金融不安の時期にあって、地方自治体部門に対する安定した費用効率の高い資金調達の重要性が大きくなってい
ます。これは2011年度についてもいえる状況です。つまり、欧州債務危機が特に金融市場において著しい不確実性
の要因となり、事業資金の調達において、費用が増し、借り手に対する懸念が高まった年でした。地方自治体当局の
公社を通じた金融面の協力は強化され、現在267のコミューンおよびランスティングが組合員です。従来にも増して
貸付高が増加し、協力の価値および財政安定に対する公社の貢献の増加がはっきりと認められます。

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

7社 長 からの 報 告

トーマス・ヴェーングレン、社長兼最高経営責任者

2011年度、公社は、貸付高で初めて1,500億クローネを超
えました。自然な増加であり、私はこれが継続することを期
待します。金融業界における規制制度改革は、資本および
流動性の強化を求め、一般的に、スウェーデンの地方自治
体当局への銀行貸付について価格水準を引き上げること
となり、公社の貸付けの需要が増加することになりました。
公社は、資金調達手続の10のうち９を獲得しています。
過去10年にわたり、公社の貸付けの成長率は年16％

を超えてきました。このような驚くべきと言ってもいい傾向
は、協同組合の組合員増加および地方自治体当局がます
ます公社を通じた資金調達の確保を選択するようになっ
ていることによって説明されます。現在、平均的なコミュー
ンおよびコミューンが所有する関係会社は、借入れの65％
（前年度：54％）を公社を通じて、確保しています。組合員
ではないコミューンを含めた場合でも、公社は地方自治体
部門の借入全体の44％（前年度：35％）を占めています。
公社の大幅な信用拡大は、地方自治体部門の共同事

業への銀行部門からの外部資金調達の再分配を反映して
います。地方自治体部門の全体的な債務は若干増加してい
ます。私はまた、公社の信用拡大に公社自らの価値があるこ
とを指摘したいと思います。コミューンまたはランスティン
グが費用の高い借入れを公社からの借入れに切り替えた
場合には、費用節減を生み、これを福祉事業または税率の
軽減に使用できるのです。
公社の成長率の増加は、既存の顧客への貸付けに起

因しています。スウェーデンの310のコミューンおよびラン
スティング／リジョンの85％超が既に協同組合の組合員そ
して持分保有者であるため、協同組合への加入者増加数
は当然のことながら今までのようには多くはありません。加
えて、最も大きな３つのコミューン（ストックホルム、ヨーテ
ボリおよびマルメ）および最も大きなランスティング／リジ
ョン（ストックホルム、スコーネおよびヴェスライェータラン
ド）は、資金調達を独立してアレンジすることを選択してい
ます。かかる地方自治体当局が組合員になったとすれば、
公社の貸付高への影響はかなり大きなものとなるでしょう。

焦点となる資本
公社の信用拡大には課題が伴います。資本につき2015年
度末までに総資産の１％相当にするものとする、持分保有
者により設定された要件を満たすために自己資本をより急

速に増強せねばならないためです。資本目標は十分達成
可能です。貸付けの急激な増加にもかかわらず、公社では、
利ざやの増加のおかげで、資本増強が計画よりも進んでい
ます。
2008年／2009年の金融危機以降、公社は資本増強

の問題に取り組み、多くの措置を講じています。信用専門
会社である公社の自己資本は、利益の増加および協同組
合の組合員からの10億クローネの劣後ローンの両方を通
じて強化されています。2011年度につき、資本は当該年度
末現在0.81％でした。
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余剰金からの還元が適用される
予定です。同時に、年間の出資を行うための要件が導入さ
れる予定です。これは、持分保有者／組合員が、スウェーデ
ン地方金融公社の利益から、公社の自己資本へマイナス
の影響を与えることなく、恩恵を受けられるようになること
を意味します。還元および出資金の支払は、一定の猶予を
持ち、2011年度の業績を自己資本に反映した結果、2012
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8 社 長 からの 報 告

年度上半期中に行われる予定です。還元および出資金の
支払が2011年12月31日現在に行われていたならば、調整
後自己資本は0.95％になります。
しかしながら、私は、公社につき、レバレッジ比率、つま

り一般資本の水準を少なくとも３％とする法案が必須要件
として導入される場合、利益を通じて、公社の自己資本を
要求される水準にすることはできないと考えています。レバ
レッジ比率の導入に関して公社がどのように対処すべきで
あるかという問題は検討中であり、2012年に、対処案が公
社の取締役会および協同組合の理事会に提出される予定
です。ただし、劣後ローンの発行により証明されているよう
に、公社の今後の拡大および業務の確保について文書で
明確にされている持分保有者間での支援は磐石です。かか
る劣後ローンは応募超過となり、組合員により100％担保
されています。

より明確な組合員の責任
この数年、協同組合は多くの新規組合員を迎えました。６の
コミューンおよび１のランスティング（ランスティング・ダー
ラナ）が2011年に組合員になりました。ランスティングから
の関心の高まりは特に嬉しいものです。ランスティング間で
の投資ニーズの増加は、今後数年にわたりランスティング
からさらに多くの参加申請を私たちに期待させるものです。
公社の戦略上の取組みは、すべてのスウェーデンのコ

ミューンおよびランスティングが組合員となった状況にお
いても、公社の任務を果たすことを可能とすることに重点
が置かれています。公社は、公社の業務について長期的に
安定を維持するという組合員の要望を第一に表すものとし
て、連帯保証の引受けとともに、明確な組合員の責任を踏
まえたモデルを適用しています。2011年度において、法的
枠組が更新を要し、私は、評議会決議を通じて、組合員であ
るすべてのコミューンおよびランスティングが求償に関す
る契約の更改および公社のカウンターパーティのエクスポ
ージャーを取り扱う新たな取決めを承認したことを確認で
きて喜ばしく思います。その結果として、公社の業務に対す
る組合員の責任は明確にされました。

安定した財政決算 
貸付高の増加および金利の上昇の影響により、公社の純
利息収益は、2011年度において572.6百万クローネ（前年
度：432.1百万クローネ）に増加しました。2011年度の営業
利益は、396.1百万クローネ（前年度：275.7百万クローネ）
でした。当該年度末現在、未収利息を含む公社の貸付総額
は、1,681億クローネ（前年度：1,337億クローネ）となりま
した。これは、26％近い増加を表しています。協同組合の組
合員数は、合計で267（前年度：260）に増加しました。
分配可能利益は、300.6百万クローネ（前年度：140.6

百万クローネ）でした。持分保有者／組合員に対して支払
われる還元額は、これらの収入および資産を増加させ、実
質借入コストを減少させます。2011年度における還元は、
組合員による公社からの平均借入れに係る借入コストの
約20ベーシス・ポイントの減少に相当します。

借入れの動きは高水準
公社は、投資家に対して魅力的な投資対象を提供していま
す。公社は専ら、スウェーデンのコミューンおよびランスティン
グの資金調達に重点を置いています。コミューンおよびラン
スティングは、それぞれ課税権を有し、高い信用度を維持し
ています。公社は特に、スウェーデンで設立されたという事実
に強みを有しています。これは、スウェーデンがあらゆる面に
おいて、一般政府財政および経済の発展について手本とさ
れているからです。スウェーデンはまた、ユーロ圏の通貨協調
の一員ではないため、危機において投資家に選好されます。
歴史的に、公社は、スウェーデン市場よりも海外市場か

ら借り入れることを優先してきましたが、現在はより均等な
調達の達成に尽力しており、公社は、2015年度には50/50
の配分を達成することを目標としています。スウェーデンの
借入市場への移行を進める一方で、公社は、海外市場にお
いて重要な借り手としての地位を維持する必要があります。
公社の海外市場からの年間借入需要は、500億クローネを
超えています。
過去１年の間に、公社はスウェーデン債券プログラム

を引き続き展開しました。同プログラムは、ベンチマーク・
プログラムであり、公社の最大借入プログラムとなることを
企図しています。同プログラムは、現在４つの満期を有して
おり、スウェーデンの借入業務の基礎を構成します。
　公社は引き続き、海外借入市場から有利な条件で借り入
れることができました。公社の商品は、特に日本市場におい
て需要があります。また、オーストラリア市場において公社
のカンガルー・プログラムに基づき複数の発行を実施した
ことは心強いことです。より多くの主要な借入市場において
調達経路を維持することは、重要なことです。2012年にお
いて、米国市場においてルール144Aに適合するためのドキ
ュメンテーションを進める予定であり、これにより、公社が発
行する債券は、米国内の機関投資家も購入可能となります。

規制制度改革は、一般的に、スウェーデンの
地方自治体当局への銀行貸付について価格水準を

引き上げることとなり、公社の貸付けの需要が増加すること
になりました。公社は、当初から強固な地位を有しており、

さらに厳しい要件を満たすよう備えています。
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地方自治体に対する債務危機の影響
欧州における状況は、2011年度を通じて金融市場に大き
な負担となりました。これを著している段階では、欧州中央
銀行の欧州の銀行に対する財政支援となる融資に係る決
定は、特に市場を安定させる効果をもたらしました。しかし
ながら、格付機関による複数の欧州諸国および欧州金融安
定基金（EFSF）の信用格付の引下げは、問題が解決から程
遠いことを表しています。
ユーロ圏における協調において、連合した対策の必要

性に対するより広範な合意が見られ、現在では、政治家お
よび国民の間で、一定の状況下において、一国が他国の経
済発展に貢献する必要があるということに対する理解が深
まっています。同時に、１つ以上の国がこの通貨協調から
離脱するリスクは引き続き存在し、離脱した場合の代償は、
財政面のみならず、高くつくことになるでしょう。さらに広範
囲の社会不安がもたらされる可能性があります。
私たちは、減額された債務が資産価値および経済の成

長に影響を及ぼすという長引く調整の只中にあります。この
調整プロセスは、長期にわたるであろうことを尊重しなくて
はなりません。
ユーロ圏における成長の停滞は、スウェーデン経済に

直接影響を及ぼすため、今後数年間、厳しい年となること
が予想されます。今後、スウェーデンの一部のコミューンに
おいて、今までとは全く異なる方法によって厳しい財政政

コミューンまたはランスティングが費用の高い借入れを
公社からの借入れに切り替えた場合には、費用節減を

生み、これを福祉事業に使用できるのです。
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資本固定、デリバティブおよび
負債について
地方自治体部門が、その好調、不調にかかわらず維持する

ことができ、自身の運営とその財務状態に基づく、また資

本固定および金利固定の期間に関する明確な財務戦略

を有することは重要です。

2011年度を通じて、公社は好ましい傾向にあり、公

社の貸付ポートフォリオにおける資本固定の平均期間は

1.4年から1.8年に上昇しました。ただし、それにもかかわ

らず、この水準は個別の借り手、または同様に当該部門全

体双方の借換えリスクを伴います。

多くの地方自治体当局は、短期の資本固定での貸付

金を調達し、その後より長期の固定金利への金利スワッ

プを用いることを選択します。これが最も安価な選択肢で

ある一方、特にこれらの時に複雑な商品のすべての面を
熟知していない場合には、これによるリスク増加もありえ
ます。

模範となっているスウェーデンの地方自治体の
資金調達コンセプト
2008年/2009年の金融危機を受け、現在数多くの国が地
方自治体部門の資金調達方法を再編している傾向が国際
的にみられます。例えば、フランスとニュージーランドでは
モデルを開発し、英国も取組みを始めています。いくつかの
ケースにおいて公社は模範とされており、公社の現職また
は元従業員がその知識と経験を提供、支援しています。
公社は、国際舞台に新たな仲間を迎え入れています。

これは特に金融機関に対する将来の規制制度の作業にお
いて重要なことです。現在、より大きな世論を得る必要があ
り、それは地方自治体向けの資金調達を行う機関が世界中
で数的に増加することにのみより達成されるものですが、
公社は、国内および国際レベルで活発なロビー活動を行っ
ています。今日、規則は最大規模の銀行を念頭において詳
細に設定されており、当該部門の多様性が反映されていな
いように思われます。専門金融機関は時折その板ばさみに
なっています。

社 長 からの 報 告

策を実施することが求められるものとみています。税基盤お
よび雇用の減少傾向は、厳しさが今後数年続くことを意味
しています。
コミューンが、長い間良好な傾向を享受してきたことを

忘れてはなりません。しかしながら、これらのバランスシー
トを増強することよりも、地方自治体当局は、比較的高い投
資水準とともに開放的な姿勢を維持してきました。多くの
分野で、これは、エネルギー生産または住宅供給等の地域
社会の発展を支援するための従来の社会的投資も伴いま
したが、これらよりも著しく不安定な収益の流れの投資をも
伴っていました。ここでの投資とは、例えば複合競技場やレ
ジャー施設等です。
健全な中央政府財政および地方自治体の負債水準が

GDPの11％相当という現在の状況では、特に危機的な状
況にあるというわけではありません。しかしながら、地方自
治体部門はまた、年金債務を合計で約4,000億クローネ抱
えています。これはGDPの12％で、通常バランスシート外で
報告されます。公社の評価によると、年金債務が返済される
際に多くは融資で資金を賄わなければならず、もしかかる
債務がバランスシートに含められた場合、地方自治体部門
の負債額は、GDPの25％に達します。
それでもなお、地方自治体当局の多くは、その財政を

良好に管理しています。2010年度は、過去最高の187にの
ぼる地方自治体当局が、最低でも税収および中央政府から
の助成金の２％の黒字を報告しました。赤字は、僅か16の
地方自治体でした。
財政難にあるスウェーデンの地方自治体当局と、その

他の欧州の当局との比較が試みられることがありますが、
両者には大きな違いがあります。１つは、地方自治の原則

であり、そのうち課税権は重要な要素です。さらに、スウェー
デンには、地方自治体当局間における堅固な収入および
費用の平衡化制度があり、これは高水準の移転に寄与して
います。さらに、社会における契約が機能しており、国民は、
社会組織を信頼しています。また、税金に対する姿勢はとて
も倫理的であり、必要があれば緊縮政策に応じる構えがあ
ります。

公社は、投資家に対して魅力的な投資対象を提供
しています。公社は専ら、スウェーデンのコミューンおよび
ランスティングの資金調達に重点を置いています。

コミューンおよびランスティングは、それぞれ課税権を有し、
高い信用度を維持しています。公的債務をめぐる危機の
時期にあって公社は特に、スウェーデンで設立されたという

事実に強みを有しています。

安定化政策費用は、公共部門の資金調達需要に特化し、
利益を生むことを主たる目的とせずに運営され、
スウェーデンのコミューンおよびランスティングによる
完全保証を受けている公社のような信用機関にとっては、

不合理な結果をもたらしています。
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これは例えば、レバレッジ比率導入の可能性に関する件で
あり、または公社ならびに堅固な保証およびリスクの低さ
を特徴とするすべての金融機関に対する不利益な提案に
関する件です。規制が部分最適化および財政的安定性の
低下の起因となり、公社を通じたコミューンおよびランステ
ィング間の運営調整条件が非常に厳しいものとなり、地方
自治体当局がその資金調達を完全に自身の下で行う方が
有利であると判断することとなれば残念です。
国家レベルにおいて、安定化政策費用は極めて最近の

問題です。安定化政策費用が紹介された際にも、最も高い
リスクを負う信用機関が高い費用を支払うという予定とな
っていました。これはまだ確立されていませんが、例えば、
地方自治体当局に対するリスク・ウエートがゼロである貸
付けもまた安定化政策費用の対象となります。これは公社
の業績に深刻な影響を及ぼし、2011年度、安定化政策費
用は費用合計の35％に優に達しました。これは公共部門
の資金調達需要に特化し、利益を生むことを主たる目的と
せずに運営され、スウェーデンのコミューンおよびランステ
ィングによる完全保証を受けている公社のような信用機関
にとっては、不合理な結果をもたらしています。

公社従業員への謝意
公社はここ数年でかなりの新人募集を行い、2011年度に
おいて従業員総数を60名近くまで増やしました。とりわけ、
私たちは数名の専門家を迎え入れ、公社の貸付けおよびア
ドバイザリー・サービスの機能を強化し、ならびに決済、金
利設定、有価証券取引の取扱い等を行う事務管理部門を
新しく設けました。公社はまた関連事業法、ドキュメンテー
ションおよび統制を１つにまとめたまったく新たなグルー
プを資金調達・財務部門に設けています。これにより密接
感が増し、公社の借入業務の専門的管理のための環境が
向上し、それと同時に質および効率の継続的な向上を熱望
します。
必然的に、公社の今日の成長によって可能となった組

織的変化により、組織が重んじられます。私は特に公社が
設定した多くの目標を継続して達成するとともに、厳しい改
革の実行を可能にする有能かつ献身的な従業員に謝意を
表します。公社従業員は正当な評価を得る価値があり、私
は2011年度における彼らの努力に謝意を表します。

引き続き変化する地方自治体の資金調達状況
公社の計算によると、地方自治体部門に対する銀行貸付
は、2008年/2009年の金融危機から500億クローネ超減
少しています。世界中で、公社のような専門的貸し手は福祉
の資金調達により多くの割合を占める傾向にあります。
規制制度のより広範な変更として、公社は、引き続き

EUからの視点のみならず、国家としての視点から公社の役
割および使命を明確にしていく必要性を感じています。同
様に、政府が独自の借入機能を備え、また地方自治体部門
もまた独自のものを備え、規則およびガイドラインがその
実現に向けて適当な環境を整えることが必然です。
私は、公社がコミューンおよびランスティングが事業資

金を調達するために相互間の調整努力を行うという公社の
コンセプトを実証したように感じています。公社は金融市場
の厳しい時節にも安定した費用効率の高い資金調達を行
うことで支援することができます。次の段階は、地方自治体
の財務管理の継続的な向上に寄与するその他の商品およ
びサービスを開発し提供することです。とりわけ、私が意味
するものは、短期流動性フローの効率性を高め、より積極
的な債務管理を促進させる商品です。これについては今後
数年に期待しています。
公社がその長期的目標に沿って発展しているという事

実は喜ばしいものですが、特に驚くべきことではありませ
ん。金融市場の傾向は、金融機関に対する革命的な規制変
更と相まって、公社のようなプレーヤーを選好します。公社
は、特に不確実性が高い時期には明確な違いを生じます。

エーレブロー、2012年２月

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者

社 長 からの 報 告

公社従業員はその努力に対して正当な評価を得る
価値があり、私は2011年度における彼らの努力に

謝意を表します。		



ファールン総合病院
ランスティング・ダーラナは
2011年からスウェーデン地方金
融協同組合の組合員です。



任務：コミューンが適切な貸付けを
適切な価格で受けられるよう支援をすること
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公社は、スウェーデンの地方自治体部門向けの最大手の貸し手です。2011年度には、貸付額は26％増加し、貸付残
高は1,680億クローネに達しました。落札比率の高さは、公社が既存の顧客の借入れにおける公社の占める割合を徐
々に増加させるという安定的成長に貢献しています。

「公社は、その資金調達ソリューションに対して良好な需
要の見込みをみており、この点にはいくつか理由がありま
す。１つは不確実な世界的な状況です。さらに、2008年以
降銀行との競合が徐々に減少しており、多くの市場参加者
が既に地方自治体当局に貸付けを行わなくなっています。」
と、ペレ・ホルメーツ氏は述べています。
公社の貸付けにおける成長は、主に２つの要因に起因

します。１つは、既存の組合員と顧客が公社からの貸付けを
どの程度増加させるか、もう１つは、新規組合員および顧客
がどの程度のペースで借入れを開始するかです。2011年

度末現在、協同組合は267の組合員を擁することになりまし
た。このうち７の新規組合員が当該年度中に加わりました。
「既存の組合員における落札比率の水準の高さが、貸

付けにおける増加の原動力です。」と、ペレ氏は説明してい
ます。主要都市部の最大の地方自治体当局も組合員になれ
ば、かなりの額の新たな貸付けが生じることになるでしょう。

増加し続ける市場占有率
公社の市場占有率は顧客の借入総額および地方自治体
部門全体における借入総額と関連して成長しています。３
年前は、顧客の借入れにおける占有率は56％で、当該部
門全体における占有率は30％でした。2011年度において
は、それぞれの割合は65％および44％まで上昇すると見
込まれています。
公社による計算によれば、過去３年間にわたり、銀行に

よる地方自治体部門への貸付けは500億クローネ近く減少
しました。
最大の原因の１つは、2013年から2018年の間に徐々

に導入されることになっている新しい金融規制、すなわち

バーゼルⅢです。この新しい規則は、将来、より安定した金
融システムを世界的に構築するもので、銀行および他の金
融機関が以前よりも、より多くのかつより優良な資本を保
持することを要求しています。新しい追加の流動性要件も
課せられています。
「長期的には、銀行が自身よりも信用度の高い地方自

治体という借り手に貸付けを行うことは持続可能ではない
でしょう。地方自治体当局は公社を通じてまたは資本市場
において債券やコマーシャル・ペーパーといった自身の直
接のローンによる調達で直接的に借入れを行う方がより効
率的です。」と、ペレ氏は説明しています。

 

競争力のある新たなシナリオ
銀行が地方自治体当局に資金を貸し付けるよりも、債券市
場で直接借入をアレンジすることを模索するにつれ、公社
の競争力のあるシナリオは変化しています。コミューンおよ
びランスティングは、独自の借入プログラムに関して次第に
公社を評価するでしょう。しかし実際には、これは多額の借
入額を要するため、主に最も大きな地方自治体が借り手の
場合の選択肢です。全部ではありませんが、大半の借り手
である地方自治体にとって、独自の借入プログラムには多
大な間接費を伴うため、公社を通じた借入れは最も効率的
な選択肢となっています。さらに、多くの借り手が公社を通
じた借入れを選択すれば、公社の発行済債券の流動性は
向上するでしょう。長期的にみて、このことが公社の借入コ
ストを、またひいては地方自治体当局が支払わねばならな
い利息を削減させるのです。
　公社の商品ポートフォリオには、地方自治体部門のニー
ズに適合された以下の５つの主要貸付商品が含まれてい
ます。

公社貸付商品
•	 公社金利商品(変動金利(日歩は固定)であり、資本は60日
間固定)

•	 別途通知あるまでのSTIBOR(ストックホルム銀行間貸出
し手金利)商品(３ヵ月または６ヵ月物固定金利であり、資
本は３ヵ月または６ヵ月間固定)

•	 ３ヵ月物STIBOR商品(３ヵ月物固定金利であり、資本は最
大20年間固定で、異なるSTIBORの期間の選択が可能)

•	 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)

•	 スウェーデンの地方自治体債券に対する貸付金（債券の
満期に匹敵）

公社の貸付けの責任者であるペレ・
ホルメーツ氏は、「新たな金融規制
と地方自治体による資金調達状況
の変化を受けて、公社の貸付けは成
長を続けています。他に好材料を挙
げるとすれば、地方自治体当局は、
資本がより長い期間固定される借
入れを行っています。」と述べてい
ます。

「長期的にみて、銀行部門が地方自治体向けの資金
調達の分野で競争するのは難しくなると考えられ、直接
借入のアレンジャーとしての役割を引受けることを模索
することになるだろうことは明白になってきています。」
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公社の顧客が資金調達を短期から長期へと移行しているの
で、2011年度の公社の貸付ポートフォリオは大きく変化しま
した。過去１年間で、資本が公社の貸付ポートフォリオに固
定されていた平均期間は1.4年から1.8年に延びました。

長期化すべき地方自治体当局の
資本の固定期間
公社では、この傾向が寛容に受け入れられています。「数年
間、公社は地方自治体部門全体がその業務の長期的な性
質にさらに対応するには長期の資金調達が必要であると
議論してきました。」と、ペレ氏は述べています。将来の資金
調達につき、事前に確定条件で貸り手と借し手が締結する
先日付スタートの取引の利用が増加しています。「先日付ス
タートの利用は次第に一般的になってきています。低い金
利で固定したいがその時点で満期が到来する貸付金を保
持していない時に特に有効です。」
公社の貸付全体においてコミューンおよびランステ

ィングの占める割合は、2011年度末現在44％（2010年
度：38％）でした。貸付けにおける地方自治体所有の関係
会社の占める割合は、56％（2010年度：61％）であり、住宅
供給会社については32％（2010年度：39％）でした。少な
くとも資本を１年間固定する貸付けの割合は47％（2010
年度：46％）でした。

顧客のニーズに対する新たな焦点
2011年度に、貸付け・アドバイザリー・サービスは貸付グル
ープに名称変更されました。「この名称変更によって、公社
は、公社の顧客に、その貸付需要のすべてを満たし、可能

な限り低いコストで適正な貸付けを提供するように支援を
行う存在であるということが公社の主な任務であると示し
たいのです。」と、ペレ氏は述べています。
貸付グループの優先すべき重要な課題は、公社が資金

調達問題に関してカウンターパーティではなく共同当事者
として考えてもらえるようにすることです。「協同組合の組合
員になることを決断した者の多くは、もちろん十分に追加
的な資金調達源を利用することが可能になります。しかし、
組合員であるということは、協同組合における持分保有者
の一員ということです。公社が顧客により所有され、顧客の
ためだけに機能しているということから、公社は他の市場
参加者と区別されているのです。」と、ペレ氏は説明してい
ます。
　公社の方策は、財務アドバイザーが特定の地域ではな

く、同じようなニーズの顧客グループに対して責任を負って
いる、さらに顧客基準の組織へと移行することです。「顧客
に対しては数名のアドバイザーを提供し、かなりの程度ま
で顧客がどのアドバイザーと一緒に仕事を進めるかを選ぶ
ことができます。顧客が自分のニーズを満たすために最も
優れた専門知識を得られるに違いないでしょう。」新規組合
員数の増加および貸付高の増加という点に関して数年間
で好調な成長を遂げてきたので、今後の目標は、先を見越
して顧客と仕事を進めるのにどれだけ時間を割けるかとい
うことです。

重要性が高まる専門知識のアドバイス
「とりわけ顧客のニーズをより良く理解し、そのニーズに
適合した資金調達ソリューションを提供することが目標で
す。」とペレ氏は述べています。同氏は、アドバイザリー・サ
ービスでは、個々の借り手の状況に関するアドバイスよりは
むしろ部門全体に共通する構造的問題に重点を置いてい
ると指摘します。「熱併給コンバインド発電プラント建設の
ために良好な資金調達構造を作ることは、地方自治体の財
産所有のための資金調達とは全く別物です。」
2000年以降財務アドバイザーとして勤めるソフィア・フ

ランドベリィ氏は「顧客の規模や債務ポートフォリオの構成
にかかわらず、専門知識のアドバイスに関する需要は増加
しています。」と同様の考えを述べています。
ソフィア氏によれば、アドバイザーの役割は単に顧客に

答えを提示するものではなく、「答えの根底にある問題がど
ういったものかを、つまり思考およびアイディアを促すこと
は、同じくらい重要なことが多いです。」ということなのです。
ソフィア氏の見解では、優秀なアドバイザーはある状

況ではある程度の不安を受け入れなければならない、とさ
れています。「ただ同意して質問を決してしないということ
では強固な関係は築けません。長期的にみて、顧客の信頼
は、お互いに対する尊敬と建設的な対話から構築されるも
のだと思っています。」

「アドバイザーの役割は単に顧客
に答えを提示するものではなく、答
えの根底にある問題がどういったも
のであるかを、つまり思考およびア
イディアを促すことは、同じくらい重
要なことが多いです。」

ソフィア・フランドベリィ、
財務アドバイザー

「優秀なアドバイザーとは、顧客の業務に
精通していて、顧客の日々の業務をサポートする

関係を作り上げるものです。」
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スウェーデンの地方自治体当局が
借入れを行う方法
地方自治体部門は、公共部門の重要な部門であり、地
方レベルおよび地域レベルの社会サービスの大部分
の責任を担っています。コミューンおよびランスティン
グはそれぞれ、事業運営および資金の割当を自身で
決定します。事業の大半は地方自治体当局の課税でま
かなわれています。

任務
スウェーデンの公共事業の責任は、中央政府と地方自
治体部門との間で分担されています。国は、例えばイン
フラおよび司法制度などの国としての義務に責任があ
り、地方自治体部門は、地方および地域としての義務
に責任があります。コミューンは、例えば、社会福祉、学
校教育、ごみ処理・清掃、上下水道および救急活動に
対する責任があります。ランスティングの主要な任務は
保健医療を整えることです。
地方自治体部門は、公共消費支出の70％および

GDPの20％を占めているため、経済の発展に重要で
す。当該部門は、地方自治体の関係会社を含めて、スウ
ェーデン全雇用の25％超を占めています。

地方自治
コミューンおよびランスティングはそれぞれ、スウェー
デンの地方自治の原則に基づき、事業運営および資金
の割当を自身で決定します。コミューンおよびランステ
ィングは、課税を行う権利および税率を決定する権利
を有しています。
税収はコミューンおよびランスティングの総収入

の約70％を占めています。スウェーデン憲法上の地方
自治体当局の特別な地位および課税権に基づき、コミ
ューンおよびランスティングは破産宣言することはあり

貸付けの貸付商品別内訳

公社金利商品、
32%(前年42%)

固定金利商品(資本固定)
(スウェーデン地方自治体
債券プログラムに対する
貸付金を含む)、
37%(前年35%）

STIBOR商品
(資本固定)、
19%(前年12%)

通知までの3ヵ月物STIBOR商品、
12%(前年11%)

出所：スウェーデン地方金融公社

貸付けの借り手別内訳

住宅供給会社、
32%(前年39%)

その他の会社、
17%(前年15%)

ランスティング、1%(前年1%)

コミューン、
43%(前年38%）

出所：スウェーデン地方金融公社

エネルギー供給会社、
7%(前年7%)

ません。合併の場合を除いて存続を中止することもでき
ません。

借入需要および資金調達法
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、2011年
度末現在、3,770億クローネに上りました。コミューンま
たはランスティングはそれぞれ、事業に必要な資金調
達法を自身で決定し、公社からの借入れ、銀行部門から
の借入れおよび資本市場からの直接借入の３つの主
要な資金調達法へのアクセスを有しています。
公社は、他を大きく引き離した地方自治体部門への

最大の貸し手であり、公社の計算によれば、2011年度
末現在、地方自治体部門の資金調達の44％を占めてい
ます。銀行部門を通しての借入れは45％を占めており、
地方自治体当局の自己債券およびコマーシャル・ペー
パー・プログラムを通じて行われる直接借入は11％を
占めています。
地方自治体当局による資金調達は、以前にも増し

て公社に移行されています。公社が最も競争力のある
ソリューションを提供していることを示す指標の１つと
して、2011年度に達成された落札比率91％が挙げら
れます。
このような変化は、銀行の資本および流動性に関す

るより厳しい要件や競争力のある地方自治体の資金調
達機関を築くために公社が措置を講じたことによっても
もたらされました。その他の諸外国でも、地方自治体部門
が自らの資金調達にさらなる責任を持つことは一般的に
なってきています。公社に代表されるようなタイプの地方
自治体の資金調達機関は、フランス、ニュージーランドお
よび英国で実現され、また実現されつつあります。

　 公社の貸付け、2011年度
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「最も低価格にて
専門的なサービスを提供」

スウェーデン南部のランズクローナ・コミューンは、2011年１月１日から、電力お
よび地域暖房の生産および供給ならびに都市部のブロードバンド配信ネットワー
クに関する事業を法人化して運営しています。
ランズクローナ・エネルギーの取締役会会長であるビヨルン・O・ペーション

氏は、「法人化により、エネルギー生産への重要な投資が円滑に行われます。」と
説明します。同氏は、法人化を自然な過程として考えており、また、スウェーデン
のほとんどの他のコミューンにおいてもすでに実施されていることであると述べ
ています。
2010年には、熱併給型コンバインド発電プラントの新規建設が開始され、か

かる建設は2012年に完了する予定です。かかる設備の増設により、地域暖房のネ
ットワークの基礎的な生産・供給能力は一新され、拡大されます。かかるプラント
の有効出力は発熱量が25MWであり、グリーン電力の発電量が７MWです。これ
は、9,000軒の熱需要および10,000軒の家庭用電力需要に相当します。
ビヨルン・O・ペーション氏は、この投資により、化石燃料をほぼ100％使用し

ない発熱を可能にし、当コミューンにおいて、長期的に持続可能なエネルギー供
給に貢献できることを嬉しく思っています。「この投資は、ランズクローナの環境に
関する投資としては、過去数十年のうち最も重要なものです。」
熱併給型コンバインド発電プラントの建設は、約600百万クローネの投資を

伴いました。ランズクローナ・エネルギーの財務マネージャーであるナターシャ・パ
ルネフィヨルド・グスタフソン氏によると、本書日現在までに、465百万クローネが
借り入れられています。ランズクローナ・コミューンは、協同組合の組合員であるた
め、同社には、公社を対象に入札を募る機会がありました。「すべての借入れは、競
合する借り手の中から決定しますが、通常、公社からの提示が最も低価格です。ま
た、公社の業務処理は迅速で、専門的です。」
ナターシャ・パルネフィヨルド・グスタフソン氏は、同社の財務方針が、低い

資金調達費用を確保しつつ、短期および長期の支払能力も確保するように設定
されていると説明します。「私たちは、常に金利固定期間および満期構造を、バ
ランス良く選択しなければなりません。私たちの業務を理解し、意思決定の過程
において的確な支援を提供できる財務上のパートナーがいることが自然と重要
になります。」

ランズクローナ・エネルギー：

ビヨルン・O・ペーション、
取締役会会長

ナターシャ・パルネフィヨルド・グスタフソン、
財務マネージャー



スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

17貸 付 け



ハラルド・ルンドクビスト、児童・教育担当者
クート・グスタフソン、市執行委員会議長

ヨーラン・アンダーション、財務マネージャー
シェル・ヨンソン、技術マネージャー
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「借入コストの減少は大いに
歓迎すべきことです。」

ティーダホルム・コミューン：

スウェーデンでは、地方のコミューンにおいて新たな学校が建設されるということ
はあまり一般的ではありません。ティーダホルム・コミューンはその例外で、ニィャ・
フォーシェンスコーラン学校(Nya	 Forsenskolan	 School)の建設は、長年行われて
きた中でも最大のプロジェクトです。開放的で学習意欲を起こさせる学習環境とい
うビジョンに基づき設計されたその学校が2012年の秋学期前に完成した際には、
就学前から９年生までの550名の生徒を受け入れる予定です。この学校の目標
は、大きな学校の中の小さな学校という指針の下、賢明なソリューションで溢れた
レイアウトで構築されることです。
「すべての政党が、私たちがここで行っている投資を支持しています。」とス

ウェーデン西部の約12,600人の住民および1,100の企業を擁するこのコミュ
ーンを率いる市執行委員会議長であるクート・グスタフソン氏は述べています。
ティーダホルムの最も有名なブランドは、キッチン用品製造会社であるマルボ
ダル(Marbodal)およびマッチ製造会社であるスウェディッシュ・マッチ(Swedish	
Match)です。
フォーシェンスコーラン学校への投資の見積りは約150百万クローネであり、

当コミューンにとって資金調達機会を再検討する契機となりました。財務マネージ
ャーであるヨーラン・アンダーション氏は、この投資以前、当コミューンは何年もの
間、資金を借り入れる必要はなかったと説明しています。「2008年／2009年の金
融危機後、資本市場は全く異なったものになってしまいました。私たちは、この学校
の資金調達をすべて借入れで行おうとしていたため、最善の資金調達条件を確保
することが重要でした。」
この案件を吟味し、ティーダホルム・コミューンは、協同組合への加入申請を行

うことを決定し、2010年に259番目の組合員となりました。その後の資金調達プロ
セスで、公社は入札を勝ち取りました。「公社を通じた資金調達は、次点の入札を
少なくとも30ベーシス・ポイント下回っていました。それは、年間の支払利息につ
き少なくとも450,000クローネの節減になったということを意味し、当然、大いに歓
迎すべきことです。」とヨーラン・アンダーション氏は述べています。
ヨーラン・アンダーション氏は、ティーダホルム・コミューンは資金調達コスト

の削減およびアドバイザリー・サービスの利用の双方を通して、組合員であること
の恩恵を享受していると述べています。「信用市場の状況および現在起きている
問題について最新の情報を得ることは重要であり、公社はそれらの点について、適
切な支援を提供してくれます。」
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クリシャンスタード・アリーナ
クリシャンスタード・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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グラム）
•	 ユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラム（ECP）（１日
から364日満期で、発行枠50億ユーロの短期借入プログ
ラム）

•	 スウェーデン・コマーシャル・ペーパー・プログラム（スウェ
ーデン・クローネ建て短期借入プログラム。１日から364
日満期で、発行枠は500億クローネ）

特に短期借入については好条件であったにもかかわらず、
公社は、2011年度末に向け、短期借入による借入れのペー
スを落とす旨を決定しました。アンダーシュ氏によると、その
理由の１つは、すでに流動性準備金が十分にあることです。
「また一方、公社は、借入条件と貸付条件をマッチさせる必
要もあり、公社の顧客による長期借入が増加しているため、
公社の業務をその状況に適応させる必要があります。」と同
氏は述べています。

流動性の重視
アンダーシュ氏の説明によると、2011年度においては、流動性
準備金および日常の流動性管理の双方につき、流動性の問題
が益々重視されています。「流動性の低下に直面する危険性が
あるのは誰の目にも一層明らかであり、公社はかかる危険性

を考慮に入れる必要があります。かかる障害があるにもかかわ
らず、公社は常に公社が望む資金調達に到達することができ
ています。」と同氏は述べています。
2011年度を通して、流動性準備金は高水準に維持されて

います。「流動性準備金は、非常に困難な資金調達状況におい
ても公社が顧客対応を行うのを可能にするために重要なもの
です。金融市場が閉鎖された場合であっても、公社は、翌６ヵ
月間、顧客の通常の資金調達需要を満たすことができなけれ
ばなりません。」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％の間とするものとされています。

３通貨におけるイールドカーブ
公社の借入れの大半は債券（年限１年超のもの）の発行、
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）の発行および直接の

借 入 れ

激動期における
魅力的な提示

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通じて、地方自治体部門へ
の貸付けのための資金を調達しています。様々な市場にわたる異なる種類の金融商品に借入れを分散することによ
り、安定性が強化されています。2011年度における公社の長期借入は、総額850億クローネでした。

公社の2011年度の資金調達・財務
部長であるアンダーシュ・ゴンゲ氏
は、「公社の状況は、他の多くの市場
参加者の状況に比べ順調に前進し
ています。公社は堅実かつ安全な借
り手であると認識されており、公社
が正当な理由により成長していると
いう事実は高く評価されています。」
と述べています。

2011年度は、世界の金融市場において不確実性が払拭さ
れることのない年でした。世界経済の見通しの悪化、ユーロ
圏における新たな懸念材料の続出および米国の予算審議
がリスク回避度を高くし、すべての市場参加者に困難をもた
らしました。
一部の外国借入市場が極めて急に機能停止する原因と

なった急速な変動について、アンダーシュ・ゴンゲ氏は、「今
までになくタイミングが重要です。しかし、投資家がリスクを
伴うと認識するものを回避し、最も安全な選択肢にのみ投
資をしようとするのに伴い、概して、公社は、かかる質への逃
避が進んだことから恩恵を受けています。」と述べています。

分散化がすべて
アンダーシュ氏は、2011年度における多くの局面につき満足
していると述べています。「当然、何よりもまず満足しているの
は、市場が極めて不安定であったにもかかわらず、公社が資
金調達において問題に直面することがなかったことです。公
社は短期借入において非常に良い価格水準を有しており、
日本市場における公社の起債への関心は記録的なものでし
た。公社はまた、スウェーデン・ベンチマーク債プログラムを
進展させ、新しい満期を有する２つの債券を発行しました。」
公社の借入戦略は、異なる市場間での借入れの分散に

基づいています。アンダーシュ氏によると、「分散化」は依然と
してすべての発行体にとって重要な要素となっています。同
氏は、公社が借入れを行う機会に多く恵まれたことに満足し
ています。

公社の最大の借入プログラム 
•	 スウェーデン地方自治体債券プログラム（１年超（通常１
年から10年）満期のスウェーデン・クローネ建て中期ベン
チマーク債プログラム。当該プログラムには発行枠が設け
られていません。）

•	 EMTN（ユーロ・ミディアム・ターム・ノート）プログラム(１
年から30年満期で、発行枠200億ユーロの中期債券プロ

「投資家がリスクを伴うと認識するものを回避し、
最も安全な選択肢にのみ投資をしようとするのに伴い、
概して、公社は、かかる質への逃避が進んだことから

恩恵を受けています。」



スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

22 借 入 れ

ローンによる調達の形態で行われています。いくつかの基軸
通貨（スウェーデン・クローネ、豪ドルおよび米ドル）において
は、明確なイールドカーブを確立すること、すなわち、常に満
期の異なる発行済債券が複数存在することを方針としてい
ます。アンダーシュ氏は、「公社は、これらの通貨すべてにお
いてイールドカーブを形成し始めており、かかる過程は継続
中です。」と説明しています。次の段階は、ルール144Aに基づ
くドキュメンテーションを利用して米国市場における債券の
発行を実行することです。アンダーシュ氏は、「次に、公社は
また、米国内の機関投資家にアクセスすることも可能になり
ます。」と述べており、これは2012年下半期中に予定されて
いると加えて述べています。米国証券法ルール144Aは、外
国の借り手が米国市場において機能することを容易にして
います。
公社は、長年外国の借入市場を優先していました

が、2010年度以降は、国内における借入れと外国における
借入れをより均等に配分するための取組みが行われていま
す。長期的な目標は、主に公社のスウェーデン・ベンチマーク
債プログラムを通じて、借入れの半分をスウェーデンにおい
て確保することです。かかるプログラムのイールドカーブは、
現在、2012年から2017年の間に満期が到来する４つの異
なる債券により構成されます。

借入プログラムの促進
アンダーシュ氏は、次のように述べています。「公社は、スウ
ェーデン・ベンチマーク債プログラムに大変満足していま
す。かかるプログラムは、公社の顧客のために債券市場へ
の直接経路を構築しており、公社の顧客は、およその費用
を事前に知った上で、かかるプログラムの既存の満期を用
いて借入れを行うことができます。」
アンダーシュ氏は、公社がかかるプログラムを積極的

に促進していると説明しています。「公社は、発行が価格決
定に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、発行を行いま

せん。」これは、スウェーデンにおける状況が一時的に悪化
した場合、公社が他の市場において借入れを行う機会を有
しているためです。
しかし、１つ残念なのは、かかるプログラムにおいてス

ウェーデン国債に対する価格決定スプレッドが拡大してい
ること（これは、部分的に、債務危機および投資家が最も流
動性の高い選択肢へ逃避したことの影響によるもの。）です。
「公社は、今後の規制により明確性がもたらされ、より多く
の外国の投資家がスウェーデン・クローネの相場変動への
対応を進める際に公社を認識するにつれ、状況が変化して

いくことに安心感を得ています。」債券の大部分は、すでに
外国の投資家により保有されています。
　アンダーシュ氏は、モーゲージ債券に対するスプレッドに
変化はなく、信用の質の相違を踏まえて、公社の債券はモ
ーゲージ債券より低額に価格決定されるべきである、と強
調しています。

日本は最大の単独借入市場
2011年度末現在、スウェーデンの債券プログラムにおける
発行済残高の総額は380億クローネとなっています。日本
市場における借入れのみが増加しました。
カール-ヘンリック・アロセニウス氏は、公社の資金調達

部長として国際借入市場を広く巡回し、日本市場が３月の
地震および津波による災害以降急速に回復していると説明
しています。
「日経平均株価の下落は、代替的投資への大きな需

要を生み出しました。2011年度における主要な日本での
公社商品の取引高は、2010年度と比較して約50％増加し
ました。」
日本における借入れの大部分には、仕組商品が含まれ

ています。カール-ヘンリック氏は、「公社は、すべての借入
市場において、多様な仕組商品（株式、通貨および原材料
へのエクスポージャーを伴います。）を取り扱うことができ
ます。」と述べ、借入れを行う際には投資家の希望に対応す
る能力が重要であると強調しています。

主要なカウンターパーティ・リストに含まれる
2011年度中、借入担当チームは、機関投資家との関係を
発展させ、高めるよう集中的に活動したことから、出張には
過去数年よりも非常に多くの日数をかけました。「数例を挙
げると、公社はブラジル、ペルー、シンガポールおよびウル

「公社は、世界の主要先進国の中央

銀行のリストなど最も権威のあるリス

トのいくつかに含まれています。」と、

公社の資金調達部長であるカール-ヘ

ンリック・アロセニウス氏は述べてい

ます。「2011年度中、公社では、これま

でより多く出張に出掛け、ブラジル、

ペルーおよびウルグアイを含む国々

で投資家と会いました。」

「投資家は、公社の借入高の増加が基本的には
組合員数の増加に伴ったものであることおよび
公社が既存組合員の借入れでシェアを徐々に
伸ばしていることを評価しています。」

「流動性準備金は、非常に困難な資金調達状況に
おいても、公社が顧客を確保するための

キーポイントです。」
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グアイで大手の投資家と会いました。」
カール-ヘンリック氏は、現在いくつかの新しい投資家

は公社を限定されたリスト、すなわち承認されたカウンター
パーティのリストに含めていると述べています。「公社は、世
界の主要先進国の中央銀行のリストなど最も権威のあるリ
ストのいくつかに含まれています。」
投資家は、買収やリスクの伴う事業拡大ではなく、健全

な方針に基づき、競争力のある提示を原動力とする公社の
成長を評価しています。「投資家は、公社の借入高の増加
が基本的には組合員数の増加に伴ったものであることおよ
び公社が既存組合員の借入れでシェアを徐々に伸ばして
いることを評価しています。」
アンダーシュ・ゴンゲ氏によれば、改訂が一般的に行

われるため、カウンターパーティ・リストにおける位置を維
持することは2011年度においては特に重要なことでした。
「投資家の論議では、信用リスクとして、しばしば公社が取
り扱われています。公社は、この点では安全であると思って
います。公社は、公社の重点および保証構造によって、投資
家が求めているものを的確に提供できることを知っている
からです。」
流動性準備金についても、いくつかの論議があります。

アンダーシュ氏によれば、これは明らかな低リスク・プロファ
イルです。ポートフォリオの３分の２がAAAの格付けを有
するものであり、当該年度末現在、スウェーデン、ドイツおよ
びフィンランドに対するエクスポージャーが全体の73％を
占めていました。

借入れのプログラム別内訳、2011年度 
(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
地方自治体債券、
31%(前年28%)

日本における債券の売出し、
43%(前年39%）

公債、1%(前年2%)

私募、
17%(前年20%)

米ドル建ベンチマーク、
8%(前年11%)

出所：スウェーデン地方金融公社

借入れの通貨別内訳、2011年度 
(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%(前年30%)

豪ドル、
5%(前年8%)

日本円、
39%(前年32%)

ユーロ, 1%(前年8%)

米ドル、
11%(前年20%)

その他、4%(前年2%)ノルウェー・クローネ、
3%(前年0%)

出所：スウェーデン地方金融公社
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「国債に代わる
魅力的な選択肢」

ノルデア：

アネット・アイネリュング氏は、汎北欧銀行であるノルデア(Nordea)の債券運用責
任者です。アネット氏と５人の同僚は、22のファンドおよび30をわずかに超える顧
客一任勘定における総額約1,200億クローネの資産を管理運用しています。その
ため、ノルデアは、スウェーデン最大の債券運用会社の１つとなっています。
「私たちは、公社の債券にここしばらくの間投資してきました。私たちの最優

先課題は、ベンチマーク指数を上回る安定的なリターンを実現することであるの
で、私たちは、リスク調整後リターンを特に重視しています。公社の債券は、特に国
債と比較した場合、魅力的な選択肢です。」
アネット氏は、公社の債券は、実際には国債ではないが、ノルデアは、公社の

債券をソブリン・リスクとして取り扱うと説明しています。「私たちは、この点につ
いて、2010年６月におけるスウェーデン金融監督局の発表による支持を受けて
います。」
その結果、相対スプレッドとして知られる、公社の債券を国債と比較した相対

価格は、投資判断においてしばしば決定的要因となっています。５年物の債券で
相対スプレッドが100ベーシス・ポイントを超える場合、アネット氏は、投資条件と
して好ましいと判断しています。
「2011年、相対スプレッドは、欧州債務危機によってますます拡大しました。」

最も安全な投資を追求した結果、スウェーデン国債への需要が増大し、例えば公
社の債券や担保付債券と比較すると、リターンが減少し、差異が拡大しました。「私
たちは、スプレッドが有利な状態であると判断し、ノルデアのミューチュアル・ファン
ドはこれらの債券に投資しました。」
さらなる海外投資家が、流動性が良く、機能的な流通市場およびレポ・ファシ

リティーへのアクセスの可能性を提供する優良な非政府債券について認識するよ
うになったならば、それは素晴らしいことです。「ユーロから逃避中の海外債券投
資家は、スウェーデンという選択肢を模索しているので、誰もが最適な流動性を求
める場合、国債が唯一の選択肢となってしまいます。しかし、そのことによって、人
々は、ソブリン・リスクは伴うものの、もっと魅力的なリターンを提示する公社の債
券といった債券への投資機会を失うことになるのです。」

ノルデアのスウェーデン・債券運用担当チーム
アンダーシュ・エリクソン、ヨハン・フレデリクソン、

アンダーシュ・バーホルト、アネット・アイネリュング(マネージャー)
ペール-エリック・グランおよびニクラス・スベンベリィ
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ウルリック・ロス、HSBC公共部門債券資本市場のグローバル・ヘッド

「 公 社 にとって 大 き な
チャンス 」

HSBC：

HSBCの公共部門債券資本市場のグローバル・ヘッドであ
るウルリック・ロス氏は、かつて2001年に公社初の国際債
券プログラム（EMTNプログラム）を自身で設定して以来、
公社の動向を追ってきました。「ここ数十年の間、公社は、
効率的な資金調達ソリューションに対する努力を惜しま
ず、一流の国際的な借り手としての地位を確固たるものと
しながら常に生まれ変わってきました。公社には、新たな金
融情勢の中で成長する大きな潜在的可能性があると私は
考えています。」

HSBCは、世界有数の公共部門投資銀行の１つで、2011年
には110の公共部門の顧客向けに23の通貨で業務を行っ
ており、これは他のどの銀行よりも多い数です。ウルリック・
ロス氏は、現在の市場は非常に混乱した状態にあると述べ
ています。欧州周辺諸国およびその他の困難な状況にある
国々の発行体は、多くの経済的問題を抱えています。「安定
した地域および北欧の資金調達機関といった安定した発
行体は、安全な逃避先として捉えられ、質への避難から恩
恵を受けています。」
ウルリック・ロス氏は、金融業界は規制上および構造上

の両方で転換期を迎えており、銀行はいくつもの問題に直
面していると言います。これらの問題はすべてある１つの
方向性、すなわち、自己資本要件の強化の１つを銀行に示
唆していると同氏は述べています。この結果、バランスシー
トをさらに有効活用し、非主力貸付業務がある程度減少す
る可能性が高くなるでしょう。
「長期間にわたる資金調達や公共部門といった利益

率が低い事業はもはや魅力的ではなく、これは、地方自治
体、とりわけ困難な状況にある欧州の地方自治体が自らの
資金調達戦略を再考する必要があるということを意味して
います。」
ウルリック・ロス氏によれば、公社およびその同類であ

る北欧諸国の資金調達機関を考察することによって、多く
のことが学べると述べています。「フランスは、公社のような
タイプの構造の上に成り立った資金調達モデルを検討し
ているということを既に発表しており、その他の主要な欧州
諸国も同様のことを行うことを検討中であるということが分
かっています。」
ウルリック・ロス氏は、公社には、現在のリスク環境の中

でさらなる発展を遂げる大きなチャンスがあると考えてい
ます。「これまでの公社の成長物語が、持分保有者および貸
付高の双方についてよく物語っています。私は、利害関係
者が求めるものが何であるか、また、公社が公共政策にお
いてどのような役割を果たすべきかという問題なのだとむ
しろ考えています。公社のようなタイプの発行体には、投資
家の大きな需要があるのです。」
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追加情報は公社のホームページwww.kommuninvest.orgでダウンロー
ド可能なパンフレット「地方自治体部門の信用度」でご覧いただけます。

地方自治体部門
公共支出の70％

地方／地域の義務 
社会福祉
健康管理
学校教育
公共交通
ごみ処理

その他

公共部門内における責任の割当
スウェーデン中央政府

公共支出の30％

国の義務
大学

司法制度
環境
防衛

インフラ
その他

強力な地方自治体の資金調達機関
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お
よびそれらが持分の過半数を所有する関係会社に資金を
調達する任務を担っています。公社は、地方自治体部門向
けの最大の貸し手であり、当該部門の外部借入の44％を
占めています。2011年度末現在、259のコミューンおよび
８のランスティングが協同組合の組合員となっており、し
たがって、公社から借入れを行う資格を有しています。公社
は、組合員の外部からの資金調達の３分の２および組合
員の新たな借入れの約90％を占めています。

資産の質
公社のサービスは、スウェーデン地方金融協同組合の組合
員のみ利用可能ですが、地方自治体の保証がある場合に
は、組合員が持分の過半数を所有する関係会社も利用可
能です。これは、すべての公社の貸付けが地方自治体部門
向けのものであることを意味します。キャピタル・カバレッジ
の観点からいえば、地方自治体部門への貸付けは最も低い
リスク・ウエート０％となっています。公社のその他の資産
は、流動性の非常に高い有価証券のポートフォリオである
流動性準備金で主に構成されており、市場環境が厳しい状
態にあって公社の顧客に資金提供を行うために利用できる
ものです。流動性準備金のかなりの部分（約60％）は、スウ
ェーデン中央銀行（Riksbank）へ担保として提供可能な資
産で構成されています。

持分保有者による連帯保証
スウェーデン地方金融協同組合の組合員は、信用専門会
社であるスウェーデン地方金融公社のすべての債務を連
帯保証しています。これは、公社の信用度が、最終的には組
合員全体の信用度を反映しているということを意味します。
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の履行を怠ったことはありま
せん。地方自治体部門の信用度は、以下のようないくつも
の要因に依拠しています。
•	 コミューンおよびランスティングは、破産宣言を行った
り、合併の場合を除いて存続を中止することはできませ
ん。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、その課税権および総
資産をすべて利用しても返済する責任を負っています。

•	 スウェーデンのコミューンおよびランスティングは、付託
された任務を実行するために課税を行う憲法上の権利

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税率を決
定します。スウェーデンにおいて、地方自治は強固です。

•	 地方自治体の財政平衡化のための堅固な制度は、すべ
てのコミューンおよびランスティングが平等な条件で住
民にサービスを提供することに貢献しています。

•	 スウェーデンのコミューンおよびランスティングの財政
には厳しい規律が求められています。財政収支の均衡
規律により、予算額は通常、収入が費用を上回るように
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、その費用に充当す
る資金の調達方法も詳しく考慮して行われる必要があり
ます。その収支が赤字となる場合には、各地方自治体議
会は財政を均衡させるために必要となる要件を検討し
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。多くのコミューンでは、歳計剰
余目標である２％を適用しています。

•	 資金調達原則とは、政府は、コミューンまたはランスティ
ングに対し、資金調達ソリューションを提示せずに新た
な義務を課すことはできないことをいいます。

公社は、ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズからそれぞれ最上位の格付けであるAAA/Aaaを得ていま
す。これらの格付けは、その他の要因として、公社の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、公
社の資産の質および260を超えるコミューンおよびランスティングによる連帯保証によって説明されます。

公共部門における借入れ
地方自治体部門

債務  
3,770億クローネ
公社(協同組織)、

銀行および自身のプログラム
を通じての借入れ

スウェーデン中央政府 

債務 
１兆1,080億クローネ

スウェーデン理財委員会
(中央政府機関)

を通じての借入れ



個人の責任の明確化、
またそれを支えるリーダーシップ
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公社は、スウェーデンの地方自治体部門および世界的な金融市場において業務を行う、高度に専門的な金融組織
です。したがって、従業員の能力、価値観および企業文化には、特有の水準が要求されます。公社の成功方式におい
ては、従業員の参画および彼らの十分な努力が重要な要素です。

公社の人事担当マネージャーであるマイケル・ヤンソン氏
は、2008年に公社で勤務を開始して以来、平均して６週間
に１度、新たに従業員を１名採用しており、「公社は、すべ
ての役職において、最高の能力を必要としています。」と述
べています。公社は、ストックホルム以外に拠点を置く高度
に専門化した金融機関にとっては適切な専門知識を有す
ることが課題となると考えています。「一方、公社が比較的
小規模な組織であることおよびやりがいのある仕事を提供
していることが、多くの職員採用過程において強みです。」
マイケル氏によれば、地方自治体部門の外部資金調達の
ほとんどを公社が占めるという目標を長期的に達成するに
は、従業員の能力が高水準であることが重要な要素です。
また、同時に、効率性を維持し、さらなる効率化を目指すこ
とも重要です。
「このような速さで成長している組織は、自然とストレ

スにもさらされます。公社がすべての業務において現在の
質を保ちつつ成長できるようにしていく必要があります。ま
た、職員の福利についても考慮する必要があります。」マイ
ケル氏は、そのため、公社は、従業員および経営陣の管理
能力開発や、業務の計画および管理に幅広く投資している
と説明します。	

企業文化および価値の焦点
公社が、多くの他の金融業界における雇用主と違う点の１
つは、公社が社会的利益を担っている点です。公社の主要

な任務の１つは、地方自治体部門への安定した費用効率
の高い資金調達を通じて、スウェーデンの福祉の発展に
貢献することです。「公社の従業員は様々な経歴を持ち、ま
た、出身地域も様々です。公社の成功は、変動的かつ革新
的である金融業界および規模の大きい地方自治体部門の
両方で業務を行うにあたり、かかる多様性を有効に活用で
きることにあります。」
　公社に勤務する従業員のうち、３分の１近くの者の勤務
年数は３年に満たないため、企業文化および共通の価値
観に関する継続的な取組みは必須です。「公社では、従業

員全員が比較的簡単に（公社が所在する）エーレブローに
て、または合同会議にて集まることができ、全員が公社の目
標および価値観に対して共通の理解を持っていることを確
認できるため、大規模な組織に比べて簡単に企業文化およ
び共通の価値観に取り組むことができます。」公社の基本
的価値観および従業員の価値観が、日々の内部のコミュニ
ケーションの当然の要素かつ不可欠なものであることは、
特に重要です。
公社の従業員は、公社の最も重要な資産であり、公社

がその戦略的目標を達成するにあたり、必要不可欠です。
マイケル氏は、「公社は、リーダーシップおよび従業員の責
任感に関する課題に頻繁に取り組んでいます。」と説明しま
す。2011年度において、全従業員は、基本的価値観ならび
に利害関係者の分類および期待の明確化を含む、新たな
行動規範の策定に参加しました。

従業員能力開発インタビューの新モデル
マイケル氏は、2011年度中、従業員能力開発インタビュー
の新モデルも導入された、と述べています。かかるモデル
は、従業員の責任により大きく重点を置いています。「公社
の従業員は、自らが成長することに関して責任を持つ意志
も能力もあり、献身的です。雇用主としては、いかに個々の
能力を役立てることができるかが重要です。」これは具体的
には、従業員能力開発インタビューが行われ、かかるイン
タビューにおいて、従業員が自己の能力開発計画を含む行
動計画を提示する責任を持つことを意味します。「自己が
常に雇用に適していて、能力の開発に遅れを取っていない
ことを確実に示すことは、個々の従業員にとっては自然と大
変なことですが、公社は、かかるアプローチがより良い結果
につながると考えています。」
マネージャーの役割は、従業員の行動計画を承認し、

かかる計画が公社の全体的な発展のニーズに適している
ことを確認することです。公社のマネージャーは、従業員能
力開発インタビューの新モデルを実施できるように、リーダ
ーシップ、職業的役割および集団力学に焦点を当てた長期
的な管理プログラムの一部として特別な研修を受けてい
ます。「このプログラムは、2011年度に「試験」をもって終了
しました。公社のマネージャーは全員、従業員能力開発イ
ンタビューの新モデルに役立つ様々なツールを有します。」
と、マイケル氏は述べています。

リーダーシップ開発
現代の人事業務においては、リーダーシップ能力の継続的
な開発が必要です。マイケル・ヤンソン氏は、公社における

公社の人事担当マネージャーであ

るマイケル・ヤンソン氏は、「公社は

発想を力とする金融組織であり、優

秀で意欲のある従業員の存在に完

全に依存しています。」と述べていま

す。「個人の責任を重視した貢献お

よび良好な従業員間の協力は、公

社の職員理念の要です。」



スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

29人 事 ／ 従 業 員

リーダーの主要な任務は、従業員が能力を最大限に発揮
するよう、刺激することであると説明します。自身の専門的
役割、他の者の労働状態およびネットワーク参加について
個人的な責任を自覚することも、重要です。
マイケル氏は、「私たちは、従業員が全体の一部として、公
社の発展に影響を及ぼしたいと考えていることを知ってい
ます。」と述べています。「私たちは、従業員に公社内でのキ
ャリアを積む機会を与え、専門家または管理者としての役
割を担うように成長していくことを希望します。」
公社は、定期的に公社内でのリーダーシップの評価を

行っています。マイケル氏は、「2011年度中、外部のパート
ナーの指示のもと、公社の従業員の約３分の１が公社内の
リーダーシップを評価するための綿密なインタビューに参
加しました。」と説明します。
2011年度末現在、公社は59名（前年度：53名）の従

業員を擁し、このうち24名（前年度：23名）が女性、35名
（前年度：30名）が男性でした。公社においては採用が行
われ、この中には顧客に対する提供を拡大させるため、数
名の専門家によって強化された貸付グループも含まれて
いました。
公社の従業員の大多数は、金融および／または法律

の分野で大学の学位レベルの教育を受けた者です。当
該年度末現在、公社の従業員の平均年齢は42.0歳（前年
度：42.0歳）で、20歳（前年度：24歳）から67歳（前年度：66
歳）までの幅があります。公社は、従業員全員にとって受講
が必須である研修プログラムの他、多くの従業員に対して、
より長期間のスペシャリスト研修およびリーダーシップ研
修を提供しています。

バランスの取れた健全なライフスタイルの支援
2011年度中の病気休暇率は1.2％（前年度：1.1％）でし
た。公社は、従業員が病気になった場合には手厚く支援し、
また、生活における仕事のバランスや、より健康的なライフ
スタイルを促進しています。公社は、産業保健サービスと提
携しているため、従業員に対して定期的な健康診断を提供
しています。2011年度においては、従業員全員に対して、
健康診断を受ける機会が設けられました。
マイケル・ヤンソン氏は、公社の給与水準を、市場を

牽引する水準ではないものの、同等の企業と競合できる
ものではある、と説明します。「公社は、定期的に公社と同
等の企業に関して調査を行っていますが、公社の給与水
準は「適正」であると考えています。また、給与水準の差は、
客観的基準のみに帰属するべきであることを強調したいと
思います。したがって、2011年度に行った給与に関する調
査により、公社の給与は性別に影響されていないことが示
されたことを嬉しく思います。」同調査は、公社の多様化計
画の一部として行われました。

社会的貢献の強化
強いブランドを維持することは、公社が従業員を新たに雇
用し、また既存の従業員を保持する能力のために重要で
す。業務執行副社長であり、公社のブランドに責任を負うマ
リア・ビームネ氏は、「強いブランドを維持することを目標と
して、2011年度において、公社は「社会における公社(Kom-
muninvest	in	the	Society)」という名の活動を開始しました。
かかる活動によって、公社は、特に地方レベルにおける社会
的貢献を様々な方法によって示しています。」と述べていま
す。公社は、財源を確保するにあたって注目されることが難
しいスポーツや団体を支援しています。
パートナーシップについての協議がエーレブロー大学

と開始されています。かかる目的は、公社の自然な採用環
境の１つである同大学で公社の知名度を上げること、およ
び新しい知識および能力にアクセスすることによって地方
自治体向けの資金調達の発展を促進することです。「かかる
パートナーシップが、資金調達や地方自治体のバランスシ
ートに焦点を絞った知識や専門技術の増加に貢献すること
が公社の希望するところです。また公社は、学生やその他学
者に、公社の知名度を高めたいと思っています。」と、マリア・
ビームネ氏は結んでいます。

業務執行副社長であり、公社のブラ

ンドに責任を負うマリア・ビームネ

氏は、「社会に利益をもたらす公社

にて勤務することを光栄に思ってい

ます。」と述べています。「地方自治

体部門および世界的な金融市場の

両方に係る業務を行うことは、非常

に興味深いです。」

従業員統計 	 	

 2009年 2010年 2011年

－従業員総数 49 53 59
  うち女性数 23 23 24
  うち男性数 26 30 35
－離職率、％  -- 4.0 5.4
－病気休暇率、％ 1.0 1.1 1.2
－平均年齢 40.8 42.0 42.0
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明白な優遇条件に伴う
明確な責任

公社の業務は、長期的に安定した費用効率の高い資金調達を確保するためにコミューンおよびランスティングが自
発的に協力する、という考えから生まれました。この協力は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の持分
を保有するスウェーデン地方金融協同組合を通じて行われています。2011年度末において、協同組合の組合員は
267であり、うち259がコミューン、８がランスティングでした。

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

30 組 合 員 のメリット

「公社における協力は、スウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングにとって個別よりもまとまった方が借入条件が
有利になる、との素朴な考えの上に成り立っています。」と
公社の執行部の責任者であるトーマス・オーケリウス氏は
説明します。トーマス氏はスウェーデン地方金融協同組合
秘書役でもあり、特に組合員の資格についての問題に責任
を負っています。
すべての業務はスウェーデン地方金融公社を通じて行

われており、公社の主たる任務は、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、効率を
高めることです。「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ため、アドバイザリー・サービスおよび
財政活動を支援するため公社が内部で開発したツールを
含む、一連のサービスを組合員に提供しています。」

協同組合の組合員そして持分保有者
スウェーデン地方金融協同組合の組合員は、スウェーデン
地方金融公社を所有しているため、組合員は、持分保有者
として、公社が行う業務に対して責任を負っています。この
ことは特に、信用専門会社である公社の債務を対象として
各組合員が署名した連帯保証において明確に示されてい
ます。持分保有者としての責任は、金融危機をきっかけに
具体化した金融情勢の変化による影響により、ここ数年で
明確にされています。
「公社に対する組合員の支援は全面的なものです。こ

こ数年で公社が取り組んできた重要な事項のすべてにお
いて、公社は組合員から強力な支援を得ました。」とトーマ
ス氏は述べており、特に2010年度における劣後ローンの
発行による組合員からの資金調達および2011年度におけ
る組合員責任に関する新しい契約の処理を挙げます。

組合員数は引き続き増加
スウェーデン地方金融協同組合の設立以来、組合員数は
毎年増加しており、2011年度には６コミューンおよび１ラ
ンスティングが加入しました。スウェーデンのコミューンお
よびランスティングの85％強が既に組合員であるため、こ
れから組合員になる可能性があるところは多くないことを
トーマス氏は指摘します。
「協力に参加するコミューンおよびランスティングが増

えるにつれ、公社が有利な条件を組合員に提供し、職務能
力を向上させ、管理コストを低減させる機会は増加します。」
現在、スウェーデンのランスティングのうち組合員は半

数に満たないため、さらに多くのランスティングを協同組合
に加入させる働きかけが続けられています。「ランスティン
グ・ダーラナが2011年度に加入する選択をしたのは大変
喜ばしいことです。借入コストを削減し、資金調達リスクを
低下させたいのであれば、もっと多くのランスティングが同
じようにすべきです。」

組合員による影響力が重要
協同組合のような任務を持つ組合組織にとって、現状の問
題が検討されることおよびなされた決定について指令が発
せられることが重要です。このため、公社の経営陣は、組合
員であるコミューンおよびランスティングの政治的指導者
と年次組合員協議会を開催し、地方自治体の役員関係者
に対しては年次財政講習に参加するよう案内します。
「組合員協議会および財政講習の両方に対する関心

が近年はかなり高まっています。」とトーマス氏は述べてい
ます。2011年度の組合員協議会には、およそ200の組合員
から選ばれた400名超の代表者および役員関係者が参加
し、組合員協議会は22の地域で開催されました。これは３
年前の参加者数と比較して２倍を上回るものでした。財政
講習は７つの地域で開催され、220名の参加者がありまし
た。この参加者数もまた、それまでのセミナーと比較して相
当の増加になりました。
組合員による影響力のためのその他の重要な協議の

場は、30名の理事と代理理事が組合員当局を代表する協
同組合の理事会と、協同組合の理事会の管轄下にある分
析・財務委員会です。当該委員会の職務は、協同組合への
加入を希望するコミューンおよびランスティングからの申
請の処理、ならびに既存組合員の財政状態の継続的な監
視等です。協同組合の年次総会は、公社の最高意思決定機
関です。

「協力に参加するコミューンおよび

ランスティングの数が増えるほど、公

社は有利な条件を組合員に提供でき

るようになります。」とスウェーデン地

方金融協同組合理事会で秘書役とス

ウェーデン地方金融公社で執行部の

責任者を務めるトーマス・オーケリウ

ス氏は述べています。「ここ数年で公

社が取り組んできた重要な事項のす

べてにおいて、公社は組合員から強

力な支援を得ました。」



スウェーデン地方金融公社 • 2011年度

31組 合 員 のメリット

地方自治体の金融問題に対する積極的影響
トーマス・オーケリウス氏は、公社が地方自治体部門に財
政上の諸問題についての発言の機会を提供することの重
要性を強調します。「公社はロビー活動をし、アルメダーレ
ン・ウィークのような重要な行事では積極的に活動してい
ます。」トーマス氏はまた、ICLC（地方自治体の信用に関す
る国際センター））およびEAPB（欧州公庫協会）といった
国際的なネットワークへの公社の参加についても言及し
ます。
2011年度、公社はスウェーデン・コミューン・ランス

ティング連合(SALAR)、スウェーデン公共住宅供給会社
連合（SABO)および他の北欧諸国の同様の機関等ととも
に、EAPBの協調関係の枠組みにおいて、地方自治体の資
金調達に関する一般的条件に影響力を行使しようと働き
かけました。「とりわけ、銀行および保険会社に関する流
動性バッファーの規則に加えて、地方自治体保証手数料、
安定化政策費用の設計、レバレッジ比率導入の可能性が
関係しています。」地方自治体部門の資金調達の効率を
高めようとする公社の継続的取組みの基礎として、2008
年／2009年の金融危機以前、最中および以後の地方自治
体部門の資金調達について調べる調査計画が立案されま
した。

持分保有者の調査
公社は、スウェーデン地方金融公社の持分保有者／組合
員に対して、定期調査を実施しています。2010年度後半に
実施された最新の調査により、組合員は概して協力に非常
に満足しており、公社が彼らの期待に十分に応えているこ
とが示されました。顧客満足度指標は、前回調査時76であ
ったのに対し、78でした。次回の調査は2012年度に実施さ
れます。

組合員であることの有利性
•	 競争力のある貸付け
•	 公社のスウェーデン地方自治体債券の条件に基づく債券市場

への直接的アクセス
•	 確実な流動性の供給－公社は、信用市場が長期間閉鎖される

ことがあっても、顧客の通常の需要に対する資金調達を可能
とします。

•	 ネットワークおよび能力開発
•	 公社の主たる任務は、スウェーデンのコミューンおよびラン

スティングに可能な限り最良の資金調達条件を提供するこ
とです。

2011年度の組合組織に関する重要な出来事

•	 組合員協議会に400名の参加者がありました。

•	 協同組合の年次総会において、将来の利益の管理に関する初めての決議が採択されました。

•	 明確な組合員の責任に関する重要な正規の手続きが、当該年度中にすべての組合員の間で完了しました。

•	 組合員数は引き続き増加し、７の新規加入がありました。

•	 協同組合の理事会は、公社の取締役会とともに、アルメダーレン・ウィークの政治的会合に参加しました。
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 ヴェクショーにおける
安定した費用の安い資金調達

ヴェクショー・コミューン：

ヴェクショー・コミューンは、2003年以来公社の組合員です。市執行委員会議長で
あるボー・フランク氏は、組合への加入申請に先立って徹底的な分析が行われた
と説明します。「当コミューンの目的は、追加的な借入先にアクセスを得ることでし
たので、当コミューンの役員は、当コミューン自身での直接借入を含め、いくつか
別の選択肢を検討しました。当コミューンは、協同組合の組合員になれば、当コミ
ューンの調達手続における競争力の強化、および追加的資金源の獲得の両方に
おいて便益があると結論するに到りました。」
当コミューンの財務部長であるシャーシュティン・スンドストレーム氏は、この

選択を後悔したことはないと述べています。「公社は安定した、費用の安い資金調
達の代理人となってくれますが、これは当然ながら、当コミューンのように成長期
にあり、住宅、学校、インフラ等継続して多額の投資の需要があるコミューンにとっ
て重要なことです。また、現在の資金調達環境にあって、信用について心配する必
要がないというのは安心できることです。」
ヴェクショー・コミューンにとって、効率の良い資金調達ソリューションに対す

る需要は大きなものです。当コミューンの不動産投資だけを取り上げても、年間
600百万クローネから700百万クローネに上ります。60億クローネを若干下回る
外部借入債務合計額のうち、50億クローネ超が公社を通じて調達されました。シャ
ーシュティン・スンドストレーム氏によると、最低債権者数に関する要件はないとの
ことです。「当コミューンは費用の最も低い資金源から借り入れます。」
貸付金の大半は、同コミューンの完全所有子会社が調達者となります。Växjö	

Kommunföretag	 ABの最高経営責任者代理であるラース・ショースビクト氏は、
公社との関係が日常的に良好であることが最も評価する点であると述べています。
「公社は有能な検討パートナーであり、公社と接触して有用な助言を得ることが
容易にできます。不安定な時代であっても公社が当コミューンに好条件の融資を
提供できることが利点であると認識しています。」

ラース・ショースビクト、Växjö Kommunföretag ABの最高経営責任者代理
ボー・フランク、市執行委員会議長および

シャーシュティン・スンドストレーム、ヴェクショー・コミューン財務部長
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新しい鉄道駅舎
ファルケンベリィ・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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公社についての一般的な情報
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の完全所有子会社であり、
かかる協同組合の組合員はスウェーデンのコミューンおよ
びランスティング（地方自治体）です。公社は、信用専門会社
であり、スウェーデン金融監督局の監督下にあります。公社
は、スウェーデン地方金融協同組合およびスウェーデン地
方不動産会社(Kommuninvest	Fastighets	AB)とともに形成
する金融グループの一員です。
公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティン

グの資金調達の調整に責任を負っており、これが地方自
治体部門の財政安定の向上に寄与しています。公社は、ス
ウェーデンの地方自治体部門向けの最大手の貸し手であ
り、2011年度末現在、貸付総額は1,681億クローネでした。
公社は、地方自治体部門にのみ貸付けを供与していま

す。公社の商品およびサービスは、スウェーデン地方金融協
同組合の組合員であるコミューンならびにランスティングお
よび組合員が持分の過半数を保有する関係会社のみ利用
が可能です。貸付けは、地方自治体当局が保証を付与する
場合には、地方自治体の関係会社にも供与されています。
スウェーデン地方金融協同組合の全組合員は、スウェ

ーデン地方金融公社のために連帯保証の形で明確な保証
を与えています。かかる保証形態は、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公社の業務が保証され
ていることを意味します。スウェーデンのコミューンおよび
ランスティングは、破産宣言を行ったり、合併の場合を除い
て存続を中止することはできないため、保証は強力なもの
です。最終的に、公社の業務は、地方自治体部門の憲法上
の課税権によって保証されていることになります。
事業の範囲は、主に協同組合の組合員の数および組

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。

市場
欧州債務危機は、2011年度を通じて金融市場に大きな負
担となりました。これを著している段階では、欧州中央銀行
の欧州の銀行に対する財政支援となる融資に係る決定は、
特に市場を安定させる効果をもたらしていました。しかしな
がら、複数の欧州諸国の信用格付および欧州金融安定基
金(EFSF)の信用格付の引下げは、問題が解決から程遠いこ
とを表しています。
地方自治体部門の債務はGDPの約11％にあたります。

通常バランスシート外で認識される年金債務を含めると、
債務はGDPの約25％です。全体として、地方自治体部門の

財政状況は、2010年度については好調であり、また2011
年度についても不確実なマクロ経済情勢にかかわらず、黒
字決算が見込まれています。
公社の信用度の高さおよび地方自治体部門のみへの

資金調達を専門としていることが、借り手としての公社の魅
力に寄与し続けています。2011年度において、あらゆるタ
イプの投資家からの強い需要につながりました。
2011年度中、スウェーデン地方金融協同組合は７の

新組合員を獲得し、当該年度末現在、267（2010年度末現
在：260）の組合員を擁することになりました。かかる組合
員のうち259（2010年度末現在：253）がコミューンであり、
８（2010年度末現在：７）がランスティングでした。

業績
営業利益（処分・税引前利益）は、396.1百万クローネ
（2010年度：275.7百万クローネ）に上りました。一方、
営業利益には未実現の市場価値変動+13.2百万クローネ
（2010年度：-86.5百万クローネ）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、382.9百万クローネ
（2010年度：362.2百万クローネ）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、300.6百万ク
ローネ（2010年度：140.6百万クローネ）に上りました。
営業収益合計は、43％増加して、636.2百万クローネ

（2010年度：445.1百万クローネ）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、33％増加して、572.6百万クローネ

（2010年度：432.1百万クローネ）に上りました。かかる増
加は、2011年度中、名目ベースでの貸付額（実際に貸付け
られた額）が25％増加したことや、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。持分保有者指
令に沿い、貸付額が増加するにつれて借入れと貸付けの利
ざやの改善が公社の資本増加に寄与しています。
2011年度の金融取引純利益は+72.1百万クローネ

（2010年度：+17.2百万クローネ）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」において認識され、利益増加に58.9百万クローネ
（2010年度：102.5百万クローネ）寄与しました。

未実現の市場価値変動は+13.2百万クローネ（2010年
度：-86.5百万クローネ）に上り、「金融取引純利益」におい
て計上されています。2011年度において、公社は、欧州債
務危機および資本市場の一般的な動向に起因して、ベーシ
ス・スワップについて未実現利益を認識し、投資ポートフォ
リオについては未実現損失を認識しました。
2010年度においては、市場価値変動は、公社の既発

債券についての信用度の増加および公社の貸付けの利ざ
やの増加によって増加しました。資産（貸付けによるもの）
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と負債を満期まで保有することが公社の意図するところで
す。しかしながら、利付証券への投資は、公社がかかる証券
を満期まで保有する能力を有している場合でも貸付けに
関連して売却される可能性があるため、これらは将来実現
しない価値の変動です。
費用は240.1百万クローネ（2010年度：169.4百万ク

ローネ）に上りました。83.6百万クローネ（2010年度：41.2
百万クローネ）の安定化政策費用が計上費用に含まれてい
ます。かかる数値の増加は、安定化政策費用の半分のみが
2010年度に課されたためでした。安定化政策費用は公社
の費用合計の35％（2010年度：25％）を占めました。
安定化政策費用を除くと、費用は22％増加して、156.5

百万クローネ（2010年度：128.2百万クローネ）でした。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、費用の増加をもたらしました。費用
の増加は、人件費、コンサルタント費用およびその他の費
用に比較的均等に分散していました。

財政状態
総資産は、貸付金および借入金の増加の結果、2,340億クロ
ーネ（2010年度末現在：1,902億クローネ）に増加しました。

借入れ
2011年度末現在、借入金は2,222億クローネ（2010年度
末現在：1,773億クローネ）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。
2010年、公社は、債券の継続的な発行のためのスウェ

ーデン・ベンチマーク・プログラムである、スウェーデン債
券プログラムを設定しました。2011年２月、公社は、当該
プログラムに基づき７年物債券を新たに発行しました。か
かる発行は総額31億クローネで全額が引き受けられまし
た。2011年10月、総額30億クローネに上る３年物債券が
新たに発行されました。2011年度末現在、合計でスウェー
デン債券プログラムの発行済残高は376億クローネでし
た。スウェーデン債券プログラムは、発行高1,000億クロー
ネを超えるものとして、公社の最大の借入プログラムとなる
ことが意図されています。

貸付け
2011年度末現在、公社の貸付金は、1,681億クローネ

（2010年度末現在：1,337億クローネ）に上りました。名目
ベースでは、貸付金は前年度比25％増の1,657億クローネ
（2010年度末現在：1,329億クローネ）でした。かかる増加
は、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。当該年度末現在、
組合員の借入れにおける公社の占有率は65％（2010年
度末現在：54％）、地方自治体部門全体における占有率は
44％（2010年度末現在：35％）と算定されました。2011年
度には新たに７の組合員が協同組合に加入し、このことも
貸付けの成長に寄与しました。

投資
2011年度末現在、公社の流動性準備金は521億クロー
ネ（2010年度末現在：433億クローネ）に上り、貸付額の
31％（2010年度末現在：32％）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。
公社は、その投資ポートフォリオにギリシャ、アイルラ

ンド、イタリアまたはポルトガルへの直接的エクスポージ
ャーは有していません。公社は、スペイン開発金融公庫
(Instituto	 de	 Crédito	 Oficial)への80百万米ドルおよび50
百万ユーロの２件の投資（それぞれ2013年１月および
2013年７月に満期到来）を通じて、スペインに対して直接
的エクスポージャーを有しています。投資は、「売却可能金
融資産」として分類されており、これは資本の増加は資本に
対して直接認識され、当期包括利益に含まれていることを
意味します。

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137億クローネ（2010年度末現在：130億クロー
ネ）および94億クローネ（2010年度末現在：108億クロー
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用いられています。

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
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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年年
次総会による決定により（2012年年次総会による決定の
確認待ち）、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、余剰利益の分配として
還元および出資への利息を適用する予定です。同時に、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
れる予定です。これは、持分保有者／組合員が、スウェーデ
ン地方金融公社の利益から、公社の自己資本へマイナス
の影響を与えることなく、恩恵を受けられるようになり、同
時に、余剰金の分配（税引後）がスウェーデン地方金融公
社において自己資本の強化に使用されうることを意味して
います。
余剰金の分配および出資金の支払は、スウェーデン地

方金融協同組合の2012年年次総会で決議が確認される
と仮定すれば、一定の猶予を持ち、2011年度の業績を自
己資本に反映した結果、2012年度上半期中に行われる予
定です。スウェーデン地方金融公社がスウェーデン地方金
融協同組合へのグループ補助金により利益を分配する場
合、2011年12月31日現在の資本は375百万クローネ減
少します。2012年４月の協同組合の年次総会後、余剰金
の分配が公社に返還される予定です。税金が控除された
後、276百万クローネがスウェーデン地方金融公社におけ
る新しい資本として返還される予定です。

資本
2011年度末現在、資本は、スウェーデン地方金融協同組
合へのグループ補助金の支払の後、714.4百万クローネ
（2010年度末現在：782.8百万クローネ）でした。近く行わ
れる予定のスウェーデン地方金融協同組合からの資本注入
（協同組合の2012年年次総会で決定される予定）を含め
ると、資本は990.4百万クローネ（2010年度末現在：782.8
百万クローネ）になることになります。当期利益および上記
のスウェーデン地方金融協同組合への余剰金の分配に加
え、資本に影響を及ぼすその他の要因には、「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ならび
に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
影響が挙げられます。また、これらについてはその他包括利
益に対して直接認識されているためです（58ページの資本
の項および74ページの注記26をご参照ください。）。

株式資本
2011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3.9百万クローネ（2010年
度末現在：18.8百万クローネ）増額されました。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（2010年度末現在：288.4百万ク
ローネ）、2,923,850株（2010年度末現在：2,884,550株）
になりました。

貸倒損失
貸倒損失は０百万クローネ（2010年度：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・カバレッジ比率は、5.71（2010年度末現
在：10.09）でした。法定の最低水準は1.0です。自己資本比
率は、45.7％（2010年度末現在：80.7％）でした。	
また公社は、第１の柱および第２の柱においては考慮

されていないリスクに対するバッファーとしての追加範囲
を含む公社内部のキャピタル・カバレッジ比率を設けてい
ます（注記27をご参照ください）。

目標達成度
公社は、業務について多くの目標を定めています。成長目
標では、2015年度には貸付けが地方自治体部門の外部借
入の少なくとも70％となることを想定しています。2011年
度末現在、その割合は44％（2010年度末現在：35％）でし
た。安定性目標は、自己資本を持続的に総資産の少なくと
も１％相当とすることです。当該年度末現在、自己資本は
総資産の0.81％（2010年度末現在：0.99％）でした。2011
年12月31日現在、上記のとおり、還元額が支払われ、資本
注入がなされていたならば、自己資本は総資産の0.95％
（2010年度末現在：0.99％）となっていたことになります。

効率性目標は、業務に係る費用（安定化政策費用を除
きます。）を2015年度までには持続的に貸付高の最大で
も0.08％にすることです。2011年度、業務に係る費用（安
定化政策費用を除きます。）は、0.09％（2010年度末現
在：0.10％）でした。

５年間の要約
80-81ページをご参照ください。
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格付け
2002年４月以降、公社はムーディーズから最上位の
信用格付Aaaを得ており、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。ムーディーズおよびスタンダード・アンド・
プアーズは、2011年に、公社に対してアウトルック(格
付見通し）を安定的で維持しました。

組合員の責任
基本的な連帯保証責任の範囲外の組合員の責任を明確
にするため、公社およびスウェーデン地方金融協同組合
は、かかる責任を詳述する２つの取決めを策定していま
す。2011年、全組合員が取決めを承認することを決定しま
した。責任の分担は、約定文書を通じて各組合員に対して
通知されています。公社の貸借対照表および各組合員の持
分に基づく約定文書が依拠する計算方法の詳細は、注記
３に記載されています。

リスクおよび不確実性
業務において、公社はその利益、財政状態、将来の見込み
または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。	
リスクおよび担保要因についての詳細は、40-46ペー

ジの「リスク管理」の項をご参照ください。

従業員および環境
2011年度中に従業員数は６名増え、当該年度末現在では
合計59名（2010年度末現在：53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をご参照ください。
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。公社には、過年度に採択さ
れた環境に関するポリシーがあります。

2012年度の見通し
金融業界における規制制度改革は、資本および流動性の
強化を求め、一般的に、スウェーデンの地方自治体当局へ
の銀行貸付について価格水準を引き上げることとなり、既
存の顧客および潜在的な顧客の双方において公社の貸付
けの需要が増加することになりました。リスクが低い機関に
より発行された有価証券への魅力が高まり続けることが予
想されています。また、スウェーデン地方金融協同組合へ
の新規組合員がさらに加入し、公社が引き続き既存の組合
員の借入れにおける占有率を拡大させるにつれ、2012年
度においても公社では貸付けが安定的に成長すると予想
されています。公社にとっての課題は、貸付けの成長ととも
に、資本を総資産の少なくとも１％とするという持分保有
者の要求を達成することです。



ウルリスハムンの野外水泳施設
ウルリスハムン・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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公社のリスク管理は、業務上のリスクの水準を可能な限
り低く保つという持分保有者の要求を満たすよう企図さ
れています。とりわけ、これは、リスクの観点から、借入れ
と貸付けの条件が一致していなければならないことを
意味します。公社は、スウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングに所有され、またスウェーデンの地方自治
法第２章第７条により規定されており、投機的でリスク
の高い取引を禁止されています。

概論
公社は、スウェーデンの地方自治体部門に完全所有される
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。2011年度末現
在、第１の柱に基づくキャピタル・カバレッジ比率は、公
的要件が1.0であるところ、5.71でした。2011年度末現
在、自己資本比率は45.7％でした。

リスク管理のための組織および責任
取締役会は、リスク方針および限度を設定します。社長は、
限度を超えないことに責任を負い、公社内の管理担当、す
なわち資金調達・財務部門および貸付グループに個々の
分野に関係する限度を適用することの責任を委譲していま
す。リスク・分析担当は、金融リスクについての継続的なフ
ォローアップおよび分析を確認し、実施することに責任を
負い、社長に対しては毎日、取締役会に対しては毎月、報告
を行います。リスク・分析担当はまた、公社の内部自己資本
評価（プロセスを含みます。）、および適用されている評価
方法を審査することに責任を負います。報告は、取締役会
に対して行われ、必要な場合には、リスク・分析担当が変更
を提案します。信用審査グループは、社長による決定を要
する新規のカウンターパーティ、新規の金融商品およびそ
の他の信用問題について準備機関として機能します。また
信用審査グループは、公社が金融取引で用いたカウンター
パーティおよび金融商品の動向を監視することに責任を負
います。公社の資産・負債委員会(ALCO)は、取締役会また
は社長による決定を要する市場リスクおよび流動性に関す
る問題点に備えることに責任を負います。次ページの図は、
公社の貸付業務における信用リスクに関する公社のリスク
管理を表しています。

カウンターパーティ信用リスク
カウンターパーティ信用リスクは、顧客またはカウンターパ
ーティが合意された時点までにその義務の履行を行うこと
ができないことにより損失が生じるリスクです。カウンター
パーティ信用リスクは、以下の３つに分類されます。
•	貸付けに伴うリスク
•	流動性準備金の管理運用に伴うリスク
•	デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク
2011年12月31日現在の公社の信用リスク・エクスポージ
ャーの76％（前年度：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対する貸付けによるもの、23％（前年
度：24％）は国およびその他の有価証券発行体に対する投
資によるもの、１％（前年度：１％）はデリバティブのカウン
ターパーティに対するものでした。

貸付けに伴うリスク
公社の商品は、スウェーデン地方金融協同組合の組合員お
よび会社、財団法人または行政主体間のみ利用が可能で
す。ただし、会社、財団法人または行政主体間については、
それらの所有者がスウェーデン地方金融協同組合の組合
員であり、かかる借り手の公社に対するすべての債務を保
証する保証状に署名している場合に限られます。公社の貸
付業務に関連するリスクは低いものです。キャピタル・カバ0
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レッジの観点からの地方自治体当局のリスク・ウェートは０
％です。現在まで、いずれのコミューンまたはランスティン
グも、支払義務の履行を怠ったことはなく、公社もその貸付
業務において信用損失を負ったことはありません。コミュー
ン、ランスティングおよびそれらが所有する関係会社のい
ずれに対しても、それらが組合員となるための申請手続き
の際に分析が行われ、組合員としての期間中も継続的にこ
れを行います。コミューンは常に、借入れの際には、主要数
値に基づくモデルを用いて、コミューン全体で評価されて
います。分析には、損益計算書、貸借対照表、人口統計およ
び地方自治体の事業におけるリスクが含まれます。また、包
括的な審査では、貸借対照表上の余剰金および欠損金が
考慮されます。定量的分析が行われた時点で、必要な場合
には定性的分析も行われます。これは、地方自治体の関係
会社およびその財政状態をさらに詳細に調べ、分析するも
のです。

流動性準備金の管理運用に伴うリスク
取締役会の指示に従い、公社は、十分な流動性準備金を維
持しています（「市場リスク」の項により詳しく記載されてい

ます。43ページをご参照ください。）。流動性準備金の管理
運用に伴うカウンターパーティ信用リスクは、管理運用され
る資金から生じる損失またはその価値の変動に伴うリスク
で構成されます。かかるリスクは、以下により軽減されます。
•	 投資先を少なくともA（スタンダード・アンド・プアーズ）ま
たはA2(ムーディーズ）の格付けを得ている信用度の高い
カウンターパーティの発行する有価証券のみに限ること。

•	 投資先をリスク・ウェートが０％、10％または20％の資
産のみに限ること。

•	 投資の大部分をスウェーデン中央銀行に対して担保提
供可能な資産によって行うことが要求されていること。

•	 投資の期間が最長でも5.5年であること。
2011年度末現在、流動性準備金の63％は、最上位の信用
格付を有する政府および政府関係機関により発行された
有価証券に投資されていました。42ページのグラフをご参
照ください。投資のうち、83％は北欧およびドイツの発行
体による有価証券に対するものでした。欧州債務危機の渦
中にある国への公社のエクスポージャーは小さいもので
す。唯一のエクスポージャーは、スペイン政府保証付の銀
行であるスペイン開発金融公庫に対する投資（最終の満期

組合員レベル

リスク・分析グループ

信用審査グループ 

公社の取締役会

基準
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を履行することができるか否か？

決定

参加組合員の資格を供与する決定および組合員
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信用の集中－貸付け別構成、2011年12月31日現在
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は2013年７月に到来）で、総投資資本の1.8％に相当しま
す。2011年度中、公社は、スウェーデンのカウンターパーテ
ィとカバード・ボンドへの投資の割合を増やしました。同時
に、多くのカウンターパーティは、欧州の構造的な問題の結
果として、その限度が完全にまたは部分的に引き下げられ
ていることを認識しています。一部の例では、投資は当初の
期日前に売却されたものもありました。

デリバティブ契約の価値の変動に伴うリスク
借入れおよび貸付けの契約条件がマッチしない場合に生
じる市場リスクを抑制するため、公社はデリバティブ契約の
形でリスク管理手段を用います。カウンターパーティは金融
機関です。カウンターパーティ・リスクは、カウンターパーテ
ィがデリバティブ契約に基づく支払義務の履行を怠った結
果として生じる損失に伴うリスクで構成されます。かかるリ
スクは、信用度の高いカウンターパーティと契約し、担保と
される資産を要求することにより軽減されます。
•	少なくともA（スタンダード・アンド・プアーズ）またはA2(ム
ーディーズ）の格付け。カウンターパーティの信用格付は、
公社が契約の償還期間、仕組みおよび許容リスク・エクス
ポージャーに関する承認を準備する上での決定要因でも
あります。承認されたデリバティブ・カウンターパーティの
格付けがA／A2より高く、AA-／Aa3よりも低い場合で、当
該カウンターパーティとの間にCSAが存在しない場合は、
公社は当該カウンターパーティとの間に金利および為替
スワップ契約のみを締結することができます。

•	カウンターパーティとの間にISDA契約を設定し、CSAも
必要とされます。ISDA契約は、カウンターパーティの信用
度が悪化した場合に早期償還する権利を定めるもので
あり、正と負のエクスポージャーのネッティングを許容し
ます。CSAは、デリバティブ取引を通じて発生するエクス
ポージャーを取り除くための担保を確保する権利を規定
しています。2011年度において、新しいCSAが準備され
ました。

かかる契約は、債権に関連するカウンターパーティ信用リ
スクを低減することが企図されています。デリバティブ契約
による公社のエクスポージャーの範囲は注記３に示されて
います。名目元本金額でみると、デリバティブ契約の30％
（前年度：50％）が、認められた格付機関の１つから少なく
ともAAの信用格付を有するカウンターパーティとのものと
なっています。かかる比率の低下は、カウンターパーティ２
社に対する信用格付がAA-からA+に引き下げられたことで
説明できます。公社は、かかるカウンターパーティとはCSA
を締結しています。2011年12月31日現在、公社は43億ク
ローネ（前年度：39億クローネ）に相当する、カウンターパ
ーティからの担保を有していました。

継続的な分析および見直し
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、スウェーデン地方金融協同組合への参加が承認さ
れる前に審査されます。組合員の動向はその後は半年ごと
に、所定の分析モデルに準じてフォローアップされます。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。
貸付限度は組合員ごとに個別です。取締役会による限度
に加え、個々の組合員はまた、内部審査モデルに基づく管
理水準を有しており、特別な分析が行われる前では、貸付
限度を制限しています。かかる分析の後、社長は取締役会
による限度まで貸付限度を引き上げることができます。貸
付限度の引上げは、分析モデルに基づいており、かかるモ
デルでは、収益、償却および余剰金を含む多くの主要な数
値が考慮され、地方自治体の関係会社の連結支払能力を
審査します。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、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対す
る制限の廃止または導入を提案することも含まれます。公
社のリスク・分析担当からの月次のリスク報告に加えて、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

流動性準備金の投資先発行体別内訳、
2011年12月31日現在

国、16%

政府関係、
47 %

銀行(欧州)、
 9%

銀行
(北欧地域)、
23%

流動性準備金の投資先信用格付別内訳、
2011年12月31日現在

A–Ba1 7%

AA 26% AAA 66%

無格付の地方自治体 1%

流動性準備金の投資先国別内訳、
2011年12月31日現在

スウェーデン、 
42%

フィンランド、
10%

デンマーク、 
9%

ドイツ、21%

フランス、 2%
豪州、 4%

スペイン、2%

オランダ、 
6 %

カナダ、1%
ベルギー、1% 国際機関(EU)、1%

銀行(豪州)、 4% 銀行(カナダ)、 1%

ノルウェー、 1%



43取 締 役 会 報 告

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度年次報告書

ついて、少なくとも１年に１度、公社の取締役会に対して報
告を行います。

カウンターパーティ・リスク対策の重要性の増大
公社は、デンマークおよびフィンランドの姉妹機関と協力
し、銀行の守秘義務に基づき許容されるものの枠組み内
で、カウンターパーティ・リスクや信用関連リスクについての
情報を交換しています。2011年度において、EUおよび銀行
部門に対する市場の信頼は低下し続けました。したがって、
スウェーデンのカバード・ボンドおよびスウェーデン国債へ
の投資が優先されました。さらにエクスポージャーを低減す
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
のCSA（信用補完契約）を締結することを目指しています。か
かる作業が2011年度も継続されました。結果として公社は
現在、公社が契約残高を有する35のカウンターパーティの
うち20とCSAを締結しています。デリバティブのカウンター
パーティに関連して生じる大部分のエクスポージャーは、か
かる契約でカバーされます。これらにより公社は、一定の条
件下では追加の担保を要求する権利を得ますが、追加の担
保を提供する義務も負います。追加の担保が提供される時
期およびその金額は、締結したデリバティブ契約の価値の
変動が契約であらかじめ定められたエクスポージャーを上
回るか否か、またはいずれかのカウンターパーティの信用
度が低下するかが要素となって決まります。

早期償還の権利
公社はまた国際スワップ・デリバティブズ協会（ISDA）の会
員であり、デリバティブ契約を調印する際、公社は、カウン
ターパーティの信用格付が所定のレベル以下に引き下げ
られた場合、契約を早期償還できる権利を有することとし
ています。取締役会のガイドラインでは、公社はデリバティ
ブ契約を様々な業態のカウンターパーティと地域的に異な
るカウンターパーティに分散するよう図ることと規定されて
います。このリスクは、カウンターパーティがその義務を履
行できない場合に被る損失です。リスク・エクスポージャー

は、市場で同等の契約を締結する際のコストにあたります。
かかるコストは契約毎に計算され、契約のカウンターパー
ティに対するリスクとみなされます。

受渡リスク
受渡リスクは、カウンターパーティ信用リスクの一形態であ
るともいえます。これはカウンターパーティが証券取引また
は決済取引を履行できないリスクです。したがって、公社は
常に、取引に着手する前に、カウンターパーティの先履行と
するか、または両当事者が同時に約定の履行を行うように
します。

流動性リスク
流動性リスクは資金の不足として表すことができ、組織が
債務を履行する機会に関するリスクを内包しています。流
動性リスクは、資産が合理的な価格で売却できない場合に
必要な資金を借り入れる際の非常に高いコストまたは損
失のリスクです。公社は、公社の資産および負債の満期を
有効にマッチングさせることによってこのリスクを抑制して
います。資本市場における資金調達の機会が制限され、ま
た調達コストがかかり過ぎるといった期間中であっても貸
付けに対するニーズを満たすため、取締役会は、基本流動
性準備金をスウェーデン地方金融協同組合の組合員およ
び組合員が保証状に署名しているその他の借り手に対す
る貸付総額の少なくとも20％から40％までとすることを決
定しました。流動性準備金は、流動性があり、主としてスウ
ェーデン中央銀行および／または欧州中央銀行(ECB)への
担保として適格な有価証券へ投資されています。
2011年度中、資本市場において周期的に逼迫の状況

があったにもかかわらず、流動性の状況は良好でした。公
社は借入れを十分に分散し、いくつかの資本市場を利用し
ました。同年度中、公社は短期および長期双方の借入れを
利用しました。公社は、同年中、2010年に設定されたスウェ
ーデン地方自治体債券プログラムに基づく新たに数件の
発行により、スウェーデン市場で存在感を高めました。

デリバティブ債権のカウンターパーティ別内訳、
2011年12月31日現在
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流動性リスクは、短期決済の債務が過度に生じないよ
うに継続的に監視され、分析されています。また公社は、備
えを強化して公社が様々な資金調達源を利用できない場
合等に対応できるように、定期的に流動性についてのスト
レス・テストを実施します。さらに公社は、「サバイバル期
間」を継続的に算定することによって流動性を見直します。
かかる「サバイバル期間」とは、公社が新しい資金調達を利
用することなく管理できる期間を指します。
バーゼル委員会は、ストレス時の構造的流動性を評価

するため流動性に関する新しい測定方法を策定しました。
これらの近く行われる規則の変更を前提として、公社は、今
後の要件に合致するようその流動性管理を改善、調整しま
した。規則の変更はまだ施行されていませんが、公社は、い
わゆる流動性カバレッジ比率(LCR)に従うことを選択して
います。かかる比率は、公社の流動性の高い資産を、ストレ
ス・シナリオにおける30日間の現金流出純額で除して計算
されるものです。かかる比率によれば、2011年度中、公社
は近く要件となる予定の１を超えています。
別の流動性規則である安定調達比率(NSFR)では、需要

を上回るような機関による安定した資金調達が要求されて
います。安定調達比率の計算に関するガイドラインはまだ
最終決定されていません。公社は、長期流動性の需要につ
いて、とりわけ、いわゆるサバイバル期間を継続的に計算す
ることによって監視し、安定した状態を維持しています。
資産および負債の残存期間に関する公社の流動性エ

クスポージャーは、注記３に示されています。キャッシュフ
ロー分析でも公社の流動性の状況が示されています。

市場リスク
公社がさらされる主な市場リスクは、金利リスクおよび外国
為替リスクです。

ポートフォリオの段階で抑制される金利リスク
金利リスクは、投資資産の固定金利期間とこれに関連する
資金調達の固定金利期間がマッチしないことにより生じま
す。公社の業務上、公社の資産（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
ートフォリオの段階で抑制されています。これは、２つの資
産（例えば、一方は毎日の固定金利が付され、他方は６ヵ月
の固定金利のもの）を３ヵ月の固定金利の負債と合わせる
ことで可能となります。
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
平行移動することに対して10百万クローネを超過すること
はできません。しかしながら、最長で３日間にわたり最大
15百万クローネのエクスポージャーを有する機会がありま
す。エクスポージャーが正の場合、金利が上昇すれば公社
が利益を得て、金利が低下すれば公社が損失を被る可能
性があることを意味します。エクスポージャーが負の場合、
金利が上昇すれば公社が損失を被り、金利が低下すれば
公社が利益を得る可能性があることを意味します。2011年
12月31日現在、全体のポートフォリオにおけるリスクは、１
パーセントポイント平行移動することに対して-9.1百万クロ
ーネ（前年度：+8.3百万クローネ）でした。

単位：十億クローネ

公社の貸借対照表の構造、2011年12月31日現在
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公社の流動性準備金
金融市場に不確実性がある期間であっても公社の顧客に流動性へ
のアクセスを確保するために、公社は、貸付額の20％から40％に上
る流動性準備金を維持することとしています。資産の質について、厳
しい要件が課されています。

•	流動性準備金の少なくとも65％は、スウェーデン中央銀行または
欧州中央銀行への担保として適格な有価証券で構成されていな
ければなりません。流動性準備金の少なくとも50％は、スウェー
デン中央銀行への担保として適格なものでなければなりません。

•	流動性準備金の少なくとも40％は、スウェーデン・クローネ建て
の有価証券で構成されていなければなりません。

•	少なくとも20％は、スウェーデンのカバード・ボンドで構成されて
いなければなりません。

•	流動性準備金のうち、少なくとも100億クローネは満期が90日以内
の有価証券で、また少なくとも50億クローネはスウェーデンの国債
および／または短期国債で構成されていなければなりません。

外国為替が為替リスクを抑制
為替リスクは、貸借対照表上で特定の外貨建の資産および
負債がありその金額がマッチしない場合に生じます。公社
はデリバティブを用いてこのリスクのヘッジを図っていま
す。しかしながら、為替リスクは、外貨建の投資のリターン
からもたらされる純利息収益において継続的に生じます。
このリスクは、リターンを継続的にスウェーデン・クローネ
に交換することにより抑制されています。注記３において
公社の為替リスクエクスポージャーの詳細が示されていま
す。為替レートが10％変動することで、為替リスクエクスポ
ージャーは0.3百万クローネ（前年度：0.9百万クローネ）生
じます。

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

オペレーショナル・リスク
コンピュータ障害等の内部的原因または犯罪等の外部か
らの影響による予期せぬ金融損失または信用関連損失の
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。オペ
レーショナル・リスク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・リスクは以下により軽減されます。
•	 各部門での内部指示、プロセス記述および文書管理の
活用

•	 二重性原則－１件の取引全体を１人だけで取り扱うこ
とはありません。通常、異なる部門からの３名がビジネ
スフローに携わります。

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

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

•	 コンプライアンス部門により文書管理および作業手順
がフォローアップされます。

•	 内部監査により、公社における業務が取締役会が定め
た方針および規則を遵守しているかが監視されます。

流動性準備金のリスク・ウェート別内訳、2011年12月31日現在

リスク・ウェート20％

リスク・ウェート0％
リスク・ウェート10％
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取 締 役 会 報 告

公社および新しい金融規制
より安定した金融システムを創出するという内部プロ
セスが、欧州委員会により提案された新しい規則をも
たらしました。これは、バーゼル委員会により提案され
たバーゼルⅢに基づいたものです。かかる新しい規則
は、2019年１月１日からの完全施行のために2013年
から2018年にわたり段階的に導入される予定です。
中核は、銀行間のより大きなかつより高い質の自

己資本および流動性リスクの評価のグローバルな枠組
みの必要性です。通常の機関の自己資本要件およびバ
ッファーは、10.5％から13.0％の幅となり、このうち７
％がコアTier1資本です。
かかる比率により、リスク調整後の資産に対する自

己資本要件の範囲が決定されます。この範囲を超えて、
最大手銀行にはより高い自己資本要件が討議されて
いるところです。
2011年度末現在、欧州銀行監督機構(EBA)は、欧

州の銀行に対する自己資本要件を前倒して、引き上げ
ました。銀行は、2012年６月30日現在のリスク調整後
の資産に対するコアTier1資本を９％に維持すること
が要求されています。
今日現在、公社は質の高い自己資本を有してい

ます。その構造は新しい要件に十分に適合していま
す。2011年度末現在、自己資本比率は45.7％であ
り、欧州銀行監督機構の最低要件よりかなり高いも
のです。
しかしながら、第１の柱の要件として、いわゆる

レバレッジ比率を３％とするバーゼルⅢの提案が
2018年から導入された場合、公社は自己資本の強化
を要することになり、利益によって単に自己資本を強
化することでは不十分になります。2011年度末現在、
公社のレバレッジ比率は0.81％でした。予定されるス
ウェーデン地方金融協同組合からの資本注入（協同
組合の2012年年次総会で決定される予定）を含める
と、2011年度末現在、公社のレバレッジ比率は0.95％
であったことになります。
公社は、レバレッジ比率に関する規則が、地方自治

体部門を専門とする金融市場参加者の状況に沿って
調整されるように取り組んでいるところです。2012年度
において、公社は引き続き、自己資本を総資産の少なく
とも１％相当とするという持分保有者指令を達成する
ことを目指し、利益によって公社の資本を強化する予
定です。

  要件 公社
  バーゼルⅢ 2011年度
 
自己資本比率  
普通の機関に関する 
最低要件  10.5-13.0% 45.7% 

流動性カバレッジ比率   
質の高い流動資産の  
ポートフォリオ／ 
翌30日にわたる  
現金流出純額 ≥ 1.0 3.1

安定調達比率(NSFR)
長期資金調達  
可能額／ 
非流動資産額 ≥ 1.0 計算方法が

最終決定
された後に  
評価開始
予定 
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ヴェレ・ブロアー－現代的な木のまち
ヴェクショー・コミューンは2003年
からスウェーデン地方金融協同組合
の組合員です。



カールスタード空港
カールスタード・コミューンは
2005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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株主および年次総会
公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングが
スウェーデン地方金融協同組合を通じて所有しています。
スウェーデン地方金融協同組合が公社の唯一の株主です。
2011年12月31日現在、公社の株式資本は292.4百万

クローネ、2,923,850株でした。スウェーデン地方金融協
同組合の新規組合員は各々、居住者数に応じて協同組合
に参加資本を支払います。この資本が公社に払い込まれ、
公社は協同組合に対して新株を発行します。2011年度に
おいて、金額にして3.9百万クローネの新株が発行されまし
た。次の新株発行は2012年３月に予定されています。

2011年年次総会決議
公社の年次総会では、公社の損益計算書および貸借対照
表、取締役および社長の責任の解除、次の年次総会までを
任期とする取締役、取締役会会長および同副会長の任命、
また適用ある場合は、監査人の任命ならびに取締役会およ
び監査人の報酬が検討および決定されます。公社の年次
総会は、協同組合の年次総会と直接的に関連して開催され
ます。2011年年次総会は、2011年４月７日にストックホル
ムにおいて開催され、年次総会では、以下を含む事項が決
議されました。
•	 取締役および社長の2010年度についての公社の経営
に関する責任の解除

•	 協同組合の年次総会決議に沿った新しい契約（求償に
関する契約およびデリバティブに係る公社のカウンター
パーティ・エクスポージャーについての組合員の責任に
関する取決め）の調印、報酬に関する基本方針および
持分保有者指令

•	 新株発行および当該会計年度中の新株発行実施につ
いての承認

•	 取締役であるエレン・ブラムネス・アルヴィドソン、ロー
レンツ・アンダーション、クート・エリアソン、アンナ・フォ
ン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタム、アンナ・サ
ンドボリィおよびヨハン・トーングレンの再選任

•	 ビヨルン・ボルジュソンの取締役会会長への新規選任

持分保有者指令
スウェーデン地方金融協同組合の理事会は、グループ会社
に対する指令を作成します。指令は毎年、協同組合の定時
年次総会で採択されます。持分保有者指令は、協同組合が
公社の取締役会に委託する業務の枠組みを定めています。
持分保有者指令には主として、リスク水準に係るガイドライ
ン、報酬に関する基本方針、また出張や代表者および協同
組合により定められた公社の特別業務に関する方針が含
まれます。持分保有者指令は、公社の年次総会でも採択さ
れます。

選任委員会
協同組合が所有する会社である公社およびスウェーデン
地方不動産会社のために１つの選任委員会が置かれてい
ます。
選任委員会は、体系的で透明性の高い手続きによって

任命決定の準備を行う最終的な責任を負っており、かかる
手続きにより、組合員は提案に対する意見を出し、任命お
よびその関連事項について独自の提案を行うことが可能と
なり、適切な判断要因に基づいた決定を行いやすい環境
が整えられています。
協同組合が所有する会社の選任委員会は、協同組合

の理事会を代表しており、理事会の中から理事会が選任
したメンバーで構成されます。協同組合の理事会は、協同
組合の作業部会が選任委員会の職務を行うことを決議し
ました。

協同組合が所有する会社の選任委員会 
2011年／2012年
アン-シャーロッテ・ステンキル(m)	
バールベリィ・コミューン、議長
アルフ・エグナーフォーシュ(s)	
エスキルスツーナ・コミューン、副議長
エバ-マイ・カールソン(c)	
ビンデルン・コミューン
マルガレータ・ヨンソン(s)	
トロルヘッタン・コミューン

選任委員会およびその全協議事項に関する追加情報
は、ホームページwww.kommuninvest.seで入手するこ
とができます。

スウェーデン地方金融公社コーポレート・ガバナンス報告書

ガバナンスおよび統制

取 締 役 会 報 告

スウェーデン地方金融公社（以下「公社」といいます。）は、スウェーデンの公開有限責任会社であり、スウェーデン地
方金融協同組合の完全子会社です。公社は、スウェーデン地方金融協同組合およびスウェーデン地方不動産会社
(Kommuninvest Fastighets AB)とともに形成する金融グループの一員です。公社は上場債券の公募を行っているた
め、金融機関および証券会社の年次会計に関する法律(ÅRKL)によりコーポレート・ガバナンス報告書の作成を要
求されています。公社は公有され、責任の重い任務を担っていることから、公社にとって優れたガバナンスおよび統
制は極めて重要です。

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度年次報告書
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スウェーデン地方金融公社の
取締役会
公社の取締役会は、資金調達問題、信用問題（限度や分析
等）、その他運営に関する問題を処理します。取締役会は、
公社の組織構成および経営に最終責任を負います。取締
役会により定められた手続規則では、取締役会の職務お
よびその会議手順などが規定されています。とりわけ、取
締役会は、業務の目標および戦略を策定し、リスクの認識
および管理に責任を負い、予め定められた目標に沿って
業務を実施するようにします。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
係る文書を作成するという任務を負います。取締役会全体
は、監査委員会に課されたもの以外の任務の達成に関し
て責任があります。手続規則は毎年審査されたうえで採用
されます。
取締役会は、公共サービス、資本市場および事業拡大

などの分野において広範な技能を有する８名の取締役で
構成されています。

取締役会会長
取締役会会長は、取締役会の活動がよく組織化され、効率
的に行われていること、および取締役会がその任務を果た
すようにすることに責任を負います。とりわけ、取締役会会
長は、取締役会の中で、開かれた建設的な討議を促進し、
取締役会が継続して公社および業務についての最新知識
を得て、知識を深めるだけでなく、持分保有者から意見を
受領し、取締役会内でこれを伝えなければなりません。さら
に、取締役会会長は、取締役会の決定が効率的に実施され
ているかを確認し、取締役会の活動が年毎に評価されるよ
うにし、またディスカッション・パートナーとして機能して、公
社の社長を支援します。取締役会会長は、公社の報酬に関
する基本方針が独立して見直されるようにすること、および
a)上級執行役員への報酬、b)公社のあらゆる統制機能に包
括的な責任を負う従業員への報酬、およびc)公社の報酬に
関する基本方針の適用を遂行するための措置に係る取締
役会の決定が作成されることに責任を負います。

社長
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、社長の責任が規定されています。かかる指示お
よび報告指示には、取締役会のガイドラインに従い社長が
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。社長はまた、規則の遵守ならびに業務において生
じる様々なリスクに関するガイドラインおよび指示の設定
に責任を負います。

2011年度における取締役会の活動
　2011年度において、取締役会は、取締役会を10回開催
しました（前年度：11回）。議題および決議には以下の事項
が含まれました。
•	 	中央政府支援についての保証問題および規則
•	 	報酬
•	 	スウェーデン地方不動産会社の取得
•	 	米国における（ルール144Aに基づく）発行に関する準
備および決定

•	 	IFRS問題
•	 	レバレッジ比率およびその他バーゼルⅢ／CRD(資本
要件指令)Ⅳ問題を含む資本問題、2012年度以降につ
いての行動計画

•	 	投資およびデリバティブのカウンターパーティについて
の限度

•	 	従業員調査
•	 	人事方針
•	 	ヘルシンボリィ市との争議
•	 	EMTNプログラムの更新
•	 	投資およびデリバティブのカウンターパーティの見直し
•	 	持分保有者指令

取締役
2011年度中、公社の取締役会は、ビヨルン・ボルジュソン
（2011年４月７日から）、エレン・ブラムネス・アルヴィドソ
ン、ローレンツ・アンダーション、クート・エリアソン、アンナ・
フォン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタム、アンナ・サ
ンドボリィおよびヨハン・トーングレンで構成されていまし
た。取締役は次ページに紹介されています。
公社の選任委員会は、公社の2012年年次総会におい

て、ビヨルン・ボルジュソン、エレン・ブラムネス・アルヴィド
ソン、ローレンツ・アンダーション、クート・エリアソン、アン
ナ・フォン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタム、アン
ナ・サンドボリィおよびヨハン・トーングレンを再選任するこ
とを提案しています。

取 締 役 会 報 告

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度年次報告書

公社のコーポレート・ガバナンスに関する追加情報
以下の情報は公社のホームページwww.kommuninvest.seで入
手することができます。
•	 スウェーデン地方金融協同組合の定款
•	 組合員の詳細および新規組合員の承認
•	 スウェーデン地方金融公社の定款
•	 報酬に関する情報
•	 選任委員会の職務に関する情報

• • 
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スウェーデン地方金融公社の取締役会
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エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 
スウェーデン保険協会、チーフ・エコノミスト
選任：2006年-2010年、2011年より取締
役会副会長、2010年-2011年	 取締役会会
長、2003年より取締役
学歴：オスロー大学経済学修士、ストック
ホルム商科大学金融アナリストコース修
了およびFAF
職務遍歴：財務省次官および一等書記官
 

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

カタリーナ・ラーゲルスタム
コンサルタントおよび専門家委員会委員
選任：2009年より取締役
学歴：ストックホルム商科大学博士号、スウ
ェーデン王立工科大学工学士、ストックホ
ルム商科大学経営学士
職務遍歴：クリアストリーム・ルクセンブル
ク取締役、Hufvudstaden	 AB最高財務責
任者、Bankstödsnämnden審査マネージャ
ー、ストックホルム商科大学講師兼研究者
現在の職務：リテール・ファイナンス・ヨー
ロッパ、Nordic	 Mines	 AB、Landshypotek	
AB、Styrelseakademien（ストックホルム)お
よびAlpcot	Agroにおいて取締役		

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

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

ヨハン・トーングレン
選任：2009年より取締役
学歴：ストックホルム商科大学経営学修士
職務遍歴：SASグループ上席副社長兼財
務担当者、SASグループファイナンス担当
上席副社長、Svensk	 Exportkredit	 AB財
務担当者
現在の職務：SPP	 Fonder	 AB会長、	
SPP	 Livförsäkring	 AB	 および	 SPP	 Liv	
Fondförsäkring	ABにおいて取締役

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

ビヨルン・ボルジュソン
選任：2011年より取締役会会長
学歴：ストックホルム大学法学修士	
職務遍歴：1994年-2011年	 ハンデルスバ
ンケンにおいて最高経営責任者代理とし
てローン、投資銀行業務、政府当局との渉
外および内部統制の責任を担う。	
現在の職務：第三スウェーデン国民年金
基金の理事代理
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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	 地位の	 取締役会		 報酬	 報酬	 	 	
	 独立性	 出席回数	 2011年度	 2010年度	 	 	
	 	 	 (単位：クローネ)	 (単位：クローネ)	

現行取締役     
ビヨルン・ボルジュソン(2011年４月選任) 独立 8回(8回中) 300,000 --
エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 独立 8回(10回中) 257,000 283,000
ローレンツ・アンダーション  独立 10回(10回中) 137,000 126,000
クート・エリアソン 独立 8回(10回中) 117,000 94,000
アンナ・フォン・クノーリング  独立 10回(10回中) 137,000 90,000
カタリーナ・ラーゲルスタム  独立 9回(10回中) 119,000 110,000
アンナ・サンドボリィ 独立 10回(10回中) 137,000 102,000
ヨハン・トーングレン  独立 10回(10回中) 137,000 94,000

     

取 締 役 会 報 告

報酬に関する基本方針
取締役会は、公社内で適用される報酬に関する基本方針
を設定します。公社内の報酬は、業務が最適な方法で実施
されるように、従業員を引き付け、維持し、意欲を促すよう
な状態を作り出すものでなければなりません。従業員の報
酬およびその他の条件が市場に沿ったものであること、ま
た固定給のみで構成されることが基本方針です。公社は変
動報酬を支払っていません。
給与は、携わった任務およびその難易度、責任、教育要

件、従業員が課された要求を果たした程度、および業務上
の改善への貢献の程度を考慮したうえで設定されます。

報酬
公社の年次総会で設定された取締役報酬額の枠組みに従
い、取締役会会長であるビヨルン・ボルジュソンは、2011
年４月７日から2011年12月31日までの期間につき
300,000クローネ受け取りました。前取締役会会長である
エレン・ブラムネス・アルヴィドソンには257,000クローネ
に上る報酬が支払われました。その他の取締役に対する報
酬は、以下の表のとおり支払われています。年次総会で選
任された取締役に対して支払われた報酬総額は、2011年
度は1,341,000クローネに上りました。

スウェーデン地方金融公社の監査人
公社の年次総会で公社の外部監査人および一般監査人が選任さ

れます。定款に従い、公社は監査人を置かねばなりません。かかる

監査人は、協同組合の代表による提案に沿い、公社の年次総会に

より任命されます。公社の年次総会はまた、代理監査人も任命し

ます。

外部監査人
アーンスト・アンド・ヤングABが2008年から2011年まで監査人と
して任命されています。2004年に初めて任命され、ペーター・スラ
ンド氏が包括的な責任を持つ主任会計監査人です。ペーター・ス
トランド氏は20 0 7年以降、公社
についての監査を行っています。
ペーター・ストランド氏のその他
の監査業務には、第一、第二、第
三、第四および第七スウェーデ
ン国民年金基金(APfonderna)、If	
Skadeförsäkring、Nordnet、LRF、DNB
およびÅlandsbankenについての業
務を含みます。

一般監査人
一般監査人は、外部監査人、取締役会会長、社長および公社を代

表するその他の者と定期的に会合を持ち、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。

スウェーデン地方金融公社の2009年年次総会において、以下の

公社ついての一般監査人が、2012年年次総会までを任期として

任命されました。

アニタ・ボーマン(s)、	 ベスタービーク・コミューン

執行委員会の前副議長

バーブロー・シャーンストレム(m)、	 セーダーシェーピング・コミュ

ーン執行委員会の前議長

ペーター・ストランド、公認会計士
アーンスト・アンド・ヤング
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執行役員グループ

報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員
    
     変動的		
氏名	 年度	 基本給	 	その他の給付	 パフォーマンス報酬	 年金費用	 合計

トーマス・ヴェーングレン  2011年 2,624,452 83,496 0 754,803 3,462,751 
 2010年 2,595,561 82,371 0 598,000 3,275,932 

マリア・ビームネ  2011年 1,831,754 0 0 442,072 2,273,826 
 2010年 1,426,689 63 0 335,442 1,762,194 

執行役員グループ 2011年 4,057,255 4,914 0 943,570 5,005,739 
 2010年 2,477,634 313 0 777,000 3,254,947

スウェーデン地方金融公社の
執行役員
社長は、取締役会で決定された目標が達成されるような方
法で業務を主導、組織、発展させます。書面による指示で
は、取締役会および社長の職務分担が規定されています。
社長は、取締役会に、規制体制の変更、監査報告書の

内容およびその他の重大な事象について継続的に情報を
提供することに責任を負います。社長の職務は、取締役会
議に先立つ場合を含め、取締役会に対して必要な情報や
意思決定を支援する資料を提供すること、および取締役会
に毎月書面による報告書を確実に受け取らせることです。
また手続規則においても、社長の財務に関する権限範囲が
正式に示されています。

執行役員グループ
社長を支援するために執行役員グループが置かれていま
す。社長に加えて同グループは、マリア・ビームネ(業務執行
副社長)、ヨハンナ・ラーション(管理部長)、アンダーシュ・ゴ
ンゲ(資金調達・財務部長)で構成され、また2011年11月７
日からはペレ・ホルメーツ(貸付グループ部長)が加わって
構成されています。

スウェーデン地方金融公社 • 2011年度年次報告書

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

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

アンダーシュ・ゴンゲ
資金調達・財務部長
学歴：ルンド大学経済学士、セントラルミズ
ーリ州立大学（米国）、エーレブロー大学
職務遍歴:Handelsbanken債券・スワッ
プ担当シニアトレーダー、公社財務部
長、Unibankスワップ・債券担当シニアトレ
ーダー
誕生年：1971年

ペレ・ホルメーツ
貸付グループ部長
学歴：カリフォルニア大学バークレー校経
済学士
職務遍歴：公社ファイナンス・財務部長、特
に	Evli	Bank	においてキャピタル・マーケッ
ト担当グループ・ヘッドおよびSwedbank
において外国為替取引・債券担当グローバ
ル・ヘッド
誕生年：1960年

ヨハンナ・ラーション
管理部長
学歴：ストックホルム大学経済学修士、スト
ックホルム商科大学IFLエグゼクティブ教
育、金融・分析学学位（AFA、CEFA）
職務遍歴：公社財務アドバイザー、ビルカ・
エネルギー社ポートフォリオ・マネージャ
ーほか
誕生年：1973年
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財務報告に関する内部統治についての
取締役会の報告
取締役会は、業務、内部統治および内部統制に包括的な責
任を負っています。取締役会は、内部統治および内部統制
の方針を承認し、毎年内部統治および内部統制の計画と
同様に業務計画を承認しています。
効果的な統制環境を維持することおよび内部統制のプ

ロセスを継続させることの責任は、社長に委譲されていま
す。これには、内部統治および内部統制のガイドラインを提
供すること、内部統治および内部統制を実行すること、その
分野において方針とその他のガイドラインに忠実に従うこ
とが含まれます。社長は、完成した内部統制業務プロセス
が取締役会に報告されることに責任を負っています。
財務報告プロセスの内部統制に対する公社のプロセ

スは、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）によって
発展された枠組みに基づいています。プロセスには、業務
に関して設定された目標に基づき、５つの要素が含まれ
ています。すなわち、リスク評価、統制環境、統制活動、情
報・通信および監視です。プロセスは、適正で効率的な組
織および業務の管理、信頼できる財務報告および法令、
規則、内部規則だけでなく一般に認められた方針および
良質の基準を遵守する確固たる能力を確保するよう企図
されています。
リスク評価は、確率と結果の組合せとしてのリスクの概

念に関する公社の理解および適用に基づいています。一定
のリスク（例えば、金融リスク）は数学的モデルに基づき評
価されます。その他のリスク（火災や停電のリスク等）は、モ
デルを考慮することなく評価されます。業務に関する明確
な目標は、有効なリスク評価には必要不可欠です。統制環
境、統制活動、情報・通信および監視は、リスク評価を通じ
て持ち上がるニーズに適合されます。
各管理者は、自身が監督する業務について内部のガバ

ナンスおよび統制に全責任を負います。この責任は、適切
な業務の指示および手続きが存在することならびにこれら
の手続きが定期的に継続管理されるよう遵守することを必
要とします。したがって、内部統制および規則の遵守に対す
る責任は、経営責任の不可欠の一部です。
組織内のその他すべての者もまた、情報を作り出すこ

とによってまたは例えば様々な作業の流れの中で確認を
行うことによって内部統治および内部統制システムの一端
として責任を負います。確認は、３つの防衛ラインに沿って
組織されています。第１の防衛ラインは、業務内に置かれ、
責任は、効率的な統制手続によって日次ベースでリスクを
測定、確認および管理するために割り振られます。第２の
防衛ラインは、業務とは分けられ、管理部門に置かれてい
ます。管理部門は、組織全体にわたり効率的なリスク管理プ
ロセスの実施を確認、監視および確保し、また様々なリスク

についての内部報告を行い、リスクに対する責任を支援し
ます。また第２の防衛ラインには、リスク管理およびコンプ
ライアンスが含まれます。第３の防衛ラインは内部監査部
門です。内部監査部門は、リスク・ベースで、取締役会およ
び経営陣に対して、公社がリスクを評価し管理する方法に
ついて報告を行います。これには、第１および第２の防衛
ラインの手続きが含まれます。

リスク管理
公社のリスク管理担当は、全体のリスク管理を行い、公社
が被るリスク、主に信用リスク、市場リスク、流動性リスクお
よびオペレーショナル・リスクを監視します。組織とリスク管
理担当の作業の詳細については、40ページに記載されて
います。同担当は、事業運営とは分けられています。リスク
管理担当の管理者は、社長によって選任され、社長が選任
について取締役会に報告を行います。リスク管理担当の管
理者は、管理部長に報告を行います。取締役会は、リスク管
理の問題に関して定期的に更新情報を受け取ります。

コンプライアンス
公社のコンプライアンス担当は、統制・支援担当として役割
を果たしている一方で事業運営からは独立しています。継
続的な事業運営にたびたび関与する公社の法務担当から
も分けられています。コンプライアンス担当は、公社内のコ
ンプライアンスの質を保護するよう、またすべての分野の
コンプライアンスにおける助言、追跡調査およびその結果
事業運営と管理を支援することによってコンプライアンス
問題を支援するよう積極的に働くことになっています。任務
は、リスク管理、監視、報告、内部規則の策定、研修および監
督当局との連絡を含みます。コンプライアンス担当はまた、
有効な統制への厳しい要求に沿った方針および指示を確
認することに責任を負います。
また一方、規則の遵守は、公社内の全員の責任です。コ

ンプライアンス担当が中枢に設置されたことにより、従業
員は、業務に適用される内部および外部の規則に忠実であ
ることの責任を免除されません。コンプライアンス問題に関
して取締役会および社長を支援することならびにそれらの
問題の管理を調整することは、コンプライアンス担当責任
者の義務です。コンプライアンス担当責任者は、社長によっ
て選任され、取締役会に少なくとも１年に１度報告を行い
ます。グループのコンプライアンス・リスクの分析に基づき、
社長は年間コンプライアンス計画を設定し、かかる計画に
ついて取締役会に報告を行います。

内部監査
内部監査は、独立した公正な保護手段であり、付加価値を
もたらし組織の業務を改善する任務を持つ諮問機関です。
組織がリスク管理、ガバナンス、統制および管理プロセスに
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おける効率を体系立てられ構造化された方法で評価およ
び強化されることによって目的を達成するために、内部監
査が役立っています。
公社の内部監査は、取締役会に直接報告をする独立し

た審査機能です。内部監査は、公社内のリスク管理、統制お
よびガバナンスのプロセスを評価し、業務が取締役会およ
び社長の意図に従って運営されていることを確実にする責
任を負っています。内部監査は、取締役会、社長およびグル
ープの外部監査人に継続的に報告をします。毎年、取締役
会は内部監査の作業に関する計画を定めます。社長は、内
部監査担当の報告の結果を受けて、実施された措置につ
いて取締役会に報告を行います。

取 締 役 会 報 告
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損益計算書
１月１日から12月31日まで

(単位：百万クローネ) 注記 2011年 2010年
利息収益  5,401.6 3,025.0

利息費用  -4,829.0 -2,593.0

純利息収益 4 572.6 432.1

 

支払手数料 5 -8.6 -4.4

金融取引純利益 6 72.1 17.2

その他営業収益  0.1 0.3

営業収益合計  636.2 445.1

    

一般管理費 7 -230.0 -160.5

有形固定資産減価償却費 16 -2.5 -2.7

その他営業費用 8 -7.6 -6.2

費用合計  -240.1 -169.4

 

営業利益  396.1 275.7

処分 9 13.9 -83.2

利益にかかる公租公課 10 -109.4 -51.9

当期利益  300.6 140.6

 

     
包括利益計算書
１月１日から12月31日まで

(単位：百万クローネ) 注記 2011年 2010年
当期利益  300.6 140.6

その他包括利益    

売却可能金融資産  -99.0 -68.1

当期利益に振り替えられた売却可能金融資産  -0.2 0.9

貸付金および債権  -4.2 -4.2

その他包括利益に関連する公租公課 10 27.2 18.8

その他包括利益合計  -76.2 -52.6

当期包括利益  224.4 88.0
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貸借対照表
12月31日現在

(単位：百万クローネ) 注記 2011年 2010年 

資産    

現金  0.0 0.0

担保適格国債 11 10,841.7 12,887.7

金融機関に対する貸付金 3 1,734.5 1,697.6

貸付金 12 168,070.5 133,729.1

債券およびその他利付証券 13 39,518.7 28,759.5

株式および出資持分 14 1.3 1.0

関連会社株式および出資持分 15 0.5 0.5

デリバティブ  3 13,687.2 13,024.0

有形資産 16 6.7 6.9

その他資産 17 148.3 67.5

前払費用および未収収益  19.0 26.4

資産合計  234,028.4 190,200.2

    

負債、引当金および資本   

金融機関に対する負債 3 4,149.4 3,438.9

有価証券 3 218,037.4 173,851.9

デリバティブ 3 9,354.5 10,794.2

その他負債 18 455.4 66.4

未払費用および前受収益 19 111.5 44.1

引当金 20 1.6 1.2

劣後債務 21 1,000.2 1,002.9

負債および引当金合計  233,110.0 189,199.5

    

非課税準備金 22 204.0 217.9

資本  714.4 782.8

制限資本	   
株式資本

(１株当り額面100クローネ、各年度それぞれ2,923,850株および2,734,550株)  292.4 273.4
進行中の新株発行

(1株当り額面100クローネ、各年度それぞれ０株および150,000株)  - 15.0

法定準備金  17.5 17.5

非制限資本 

公正価値準備金  -87.6 -11.3

繰越利益  191.5 347.6

当期利益  300.6 140.6

資本合計  714.4 782.8

負債、引当金および資本合計  234,028.4 190,200.2

    

備忘項目   

自己負債に対する担保提供 23 3,516.9 4,808.2

偶発債務  なし なし 

 

債務   

未実行の約定済貸付金  1,576.0 1,856.0
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資 本

2011年       

 制限資本   非制限資本  資本合計
 

  法定 公正価値  繰越利益 

 株式資本 準備金 準備金(1) ／損失 当期利益  

（単位：百万クローネ）      

2011年１月１日現在の前期繰越資本 288.4 17.5 -11.3 347.6 140.6 782.8

 

当期利益 - - - - 300.6 300.6

 

その他包括利益 - - -76.2 - - -76.2

 

余剰金処分 - - - 140.6 -140.6 -

 

新株発行 3.9 - - - - 3.9

 

グループ補助金 - - - -402.6 - -402.6

グループ補助金に関する税効果 - - - 105.9 - 105.9

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

(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

2010年      

 制限資本   非制限資本  資本合計
 

  法定 公正価値  繰越利益 

 株式資本 準備金 準備金(1)  ／損失 当期利益  

（単位：百万クローネ）       

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 -

 

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 

(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 -15.3    

-貸付金および債権(再分類後) 4.0

資本
資本変動表
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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：百万クローネ)  2011年 2010年 

営業活動    

営業利益  396.0 275.7

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整  -10.6 88.0

税金の支払  -84.4 -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  301.0 242.7

利付証券の増減  -8,412.1 6,163.7

貸付金の増減  -32,978.2 -11,143.9

その他資産の増減  -11.7 -11.3

その他負債の増減  125.6 -235.0

営業活動からのキャッシュ・フロー				          -40,975.4 -4,983.8

    

投資活動    

有形資産の処分   - 0.4

有形資産の取得   -2.4 -6.4

投資活動からのキャッシュ・フロー  -2.4 -6.0

    

財務活動    

有価証券  143,755.1 99,606.1

債務の返済  -102,716.1 -94,345.9

劣後ローン  - 1,000.0

新株発行  3.9 18.8

グループ補助金の支払  -27.7 -19.3

財務活動からのキャッシュ・フロー  41,015.2 6,259.7 

    

当期のキャッシュ・フロー  37.5 1,269.9 

 

期首流動資産残高  1,697.6 427.7 

 

期末現金および現金同等物残高  1,735.1 1,697.6 

 
キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて作成されています。営業利益は、営業活動に含まれない増減を調整しています。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動からの対内・対外支払に分けられています。

流動資産には、金融機関に対する貸付金のみが含まれます。    

    

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整    

減価償却費  2.5 2.7

金融資産の増減による為替レート差額  0.0 -1.2

未実現の市場価値変動  -13.1 86.5

合計  -10.6 88.0

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息   

受取利息  5,032.9 2,923.0

支払利息  -4,459.3 -2,454.0
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注 記

注記
特に記載のない限り、金額はすべて百万クローネ単位で表示されています。 

1 スウェーデン地方金融公社に関する情報
本年次報告書はスウェーデン地方金融公社（登録番号	
SE556281-4409）の2011年12月31日に終了した年度につい
てのものです。公社はその登録事務所を、スウェーデン、エーレブ
ローに置いています。公社の住所はスウェーデン、エーレブロー	
P.O.	Box	124、	SE-701	42です。
スウェーデン地方金融公社の親団体は、スウェーデン地方金融協
同組合（登録番号	SE716453-2074）です。
年次報告書の発表については、2012年３月７日に取締役会によ

って承認されました。損益計算書および貸借対照表は、2012年４月
18日の年次総会での承認を受けるものとします。

 

2 会計原則
会計基準および法令の遵守
公社の年次報告書はスウェーデンの金融機関および証券会社の年
次会計に関する法律(以下「ÅRKL」といいます。)、ならびに金融機関
および証券会社の年次会計に関するスウェーデン金融監督局の規
則および一般勧告(以下「FFFS2008:25」といいます。)に従って作成
されています。
したがって、EUにより承認されたすべてのIFRS(国際財務報告基
準)および解釈には、ÅRKLの規定の範囲内で、FFFS2008:25で明
示された追加規定および除外規定を考慮の上、可能な限り従って
います。
下記の会計原則は、特に記載のない限り、財務書類中に表示され

た全期間について一貫して適用されました。

IFRSの新基準または改正による会計原則の変更
2011年度から適用されたIFRSの改正は、公社の会計に重大な影響
を及ぼしていません。

将来における会計原則
2012月１月におけるスウェーデン地方不動産会社の取得の結果と
して、公社は、2012年度からは連結財務書類も作成することになり
ます。連結財務書類は、EUにより承認されたIFRSに従って作成され
ます。現在まで作成されてきた財務書類と比較した場合の大きな違
いは、連結の損益計算書および貸借対照表においては処分および
非課税準備金が認識されなくなることです。これらは、73.7％に相当
する利益／資本の部分および26.3％に相当する繰延べ税金の部分
に分けられ、置き換えられます。

国際会計基準審議会による新規改正基準ならびに国際財務報告解釈
指針委員会によるステートメント
2011年以降に効力を生じることになる新基準およびその解釈指針
のうち、IFRS第９号「金融商品」およびIFRS第13号「公正価値測定」
が公社の将来の年次計算書類に影響するものとみられています。
2015年１月１日より、IFRS第９号「金融商品」がIAS第39号「金融

商品：認識および測定」に置き換わることが企図されています。IAS

第39号を置き換えるための国際会計基準審議会の計画は、分類お
よび測定、減損モデルおよびヘッジ会計という３つの部に分けられ
ています。
この時点で、全体のうち金融商品の分類および測定のみが発表さ
れています。現在IAS第39号に含まれる金融資産の分類は、IFRS第
９号の２つの分類に置き換わることになります。これにより、資産は、
公正価値または償却原価で評価されます。償却原価による評価は、
契約上のキャッシュ・フロー（支払総額および特定日の支払総額に係
る利息で構成されます。）を受領することを目的とするビジネス・モデ
ルに従って保有される商品に用いられています。その他の金融資産
は、公正価値で計上され、IAS第39号と同様、「公正価値オプション」
の適用機会は維持されます。公正価値変動は、売買目的以外で保有
され、かつその他包括利益における価値変動を計上することを当初
選択したエクイティ商品の価値変動を除き、損益に計上されます。ヘ
ッジ会計で用いられるデリバティブの変動は、IFRS第９号の該当部
分による影響は受けず、今後の通知があるまでIAS第39号に従い計
上されます。　
IFRS第９号に基づく金融負債の分類および測定についての大部

分の原則は、公正価値オプションに従い任意で公正価値で計上され
る金融負債の公正価値変動の計上方法を除き、IAS第39号の原則と
一致しています。かかる負債について、価値変動は、自らの信用度に
起因する変動およびベンチマーク金利の変動に分けられます。
IFRS第９号がEU内での適用につきまだ承認されていないこと

から、公社は、IFRS第９号についての影響の評価をまだ行っておら
ず、新しい原則を予め適用すべきか否かについても決定を行って
いません。
IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定および開示要件

の強化に関する新しい統一基準です。基準は、2013年１月１日以後
に開始する会計年度に将来に向かって適用されることになります。
変更は、2012年度第３四半期中にEUにより承認される見込みです。
公社は、IFRS第13号では、公正価値測定について現在適用されて

いる方法に変更を伴うものであるか否かについても評価をまだ行っ
ていません。

重要な判断および仮定
財務書類の作成には、会計および開示に影響を及ぼす判断および
仮定が含まれます。金融商品の会計上の分類の選択にかかる会計
原則を適用する際の最も重要な判断については、以下のとおり、金
融商品の項において説明されています。活発な市場で売買が行われ
ていない金融商品の公正価値を決定する際、公社は評価技法を適
用し、不確実性に関連する可能性がある仮定を設定します。注記26
には、金融商品の公正価値の形態ならびに重要な仮定および感応
度分析を含む不確実性が記載されています。

機能通貨および表示通貨
公社の機能通貨はスウェーデン・クローネ（SEK）であり、財務書類は
同一通貨で作成されています。すべての金額につき、特に記載のな
い限り、百万クローネ未満は四捨五入されています。
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注 記

外貨建取引
外貨建取引は取引日に有効な為替レートで機能通貨に換算されて
います。外貨建の金融資産および金融負債は、貸借対照表の日付の
有効な為替レートで機能通貨に換算されています。換算から生じる
為替レート差額は、損益計算書にて認識されます。

関連会社
関連会社への出資持分は原価法に従い計上されています。

利息収益および利息費用
損益計算書において示される利息収益および利息費用は、以下で構
成されています。
-		 償却原価で測定される金融資産および金融負債に対する利息
-	 	売却可能として分類される金融資産に対する利息
-		 損益を通じて公正価値で分類される金融資産に対する利息
-		 ヘッジ手段であり、ヘッジ会計が適用されるデリバティブに対する	
	 利息

支払手数料
預託手数料、代理人支払手数料および有価証券仲介手数料等、提供
を受けたサービスに対する費用が挙げられます。

金融取引純利益
金融取引純利益項目は、金融取引から生じる実現・未実現の価値変
動を包含しています。金融取引純利益は以下で構成されています。
-		 売買目的で保有される資産および負債の未実現の公正価値変動
-		 損益を通じて公正価値で認識される資産および負債の未実現の	
	 公正価値変動
-		 公正価値ヘッジ会計に用いられるデリバティブの未実現の公正	
	 価値変動
-	 公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに関するヘッジ項目の	
	 未実現の公正価値変動
-		 金融資産および金融負債の処分からのキャピタルゲイン／ロス
-		 為替レートの変動

公社の財務書類作成のための測定原則
金融資産および金融負債は、公正価値で測定されるかまたは公正価
値ヘッジの対象である金融資産を除き、以下のとおり償却原価で認
識されています。

金融商品
資産の部として貸借対照表で認識される金融商品には、貸付金、金
融機関に対する貸付金、利付証券、デリバティブおよびその他の金
融資産が含まれます。負債および資本には、金融機関に対する負債、
有価証券、デリバティブ、劣後債務およびその他の金融負債が含ま
れます。

貸借対照表における認識および貸借対照表からの除去

金融資産または金融負債は、公社が商品の契約当事者となる場合
には、貸借対照表において認識されます。
金融資産は、契約上の権利が実現された時点、期限が到来した時

点、または公社がこれらの支配を失った時点で、貸借対照表から除
去されます。金融資産の部分についても同様の処理がなされます。
金融負債は、契約上の義務が履行された時点または別の方法により
消滅した時点で、貸借対照表から除去されます。金融負債の部分に
ついても同様の処理がなされます。
金融資産および金融負債は、金額を相殺するための法的資格が

整っている場合、および純額で項目の決済を図る意向、または資産
の計上と負債の決済を同時に実現する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、IAS第39号に含まれる選択肢に基づく分類もされます。金
融商品が当初認識後にどのように測定されるのかは、その分類によ
り、以下のとおり決定されます。

損益を通じて公正価値で分類される金融資産および金融負債
この分類の金融商品は、継続して公正価値で測定され、価値変動が
損益計算書に計上されています。
この分類には、売買保有目的の金融資産および金融負債や公社
が当初認識時にこの分類に分類したその他の金融資産および金融
負債といった２つのサブグループがあります。
１つ目のサブグループは、金融ヘッジのために保有されますが、ヘ

ッジ会計に含まれないデリバティブとトレーディング業務に含まれる
投資から成ります。
２つ目のサブグループは、貸付金および投資等の資産を含みま

す。公社がかかる資産をこの分類に分類している理由は、そうしない
場合に測定および認識に関して生じうる会計上のミスマッチを是正
するためです。借入れ、貸付けおよび投資の条件がマッチしない場
合に生じる市場リスクを抑制するため、リスク管理手段としてデリバ
ティブ契約が用いられます。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または投資を公正価値で測定しなかっ
たならば会計上のミスマッチが生じうることになります。
２つ目のサブグループはまた、金融機関に対する負債および有価

証券を含みます。これは主として、固定金利での借入金および仕組み
借入金を指します。固定金利での借入金をこの分類に分類している
理由は、かかる借入金が、デリバティブを用いて、財務上は公正価値
でヘッジされ、また借入金が主として公正価値で測定される貸付金
に充当されているためです。借入金ではなく、貸付金とデリバティブ
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を公正価値で測定すると一致しない場合があります。
仕組み信用をこの分類に分類している理由は、かかる借入金が重

要な組込みデリバティブに含まれているため、また単独のデリバティ
ブと借入金の評価上の不一致を大幅に減らすためです。

貸付金および債権
貸付金および債権は、活発な市場において相場がない固定的また
は確定的な支払を伴う資産です。これらの金融資産は償却原価、す
なわち貸倒れを控除して測定されます。これは公社が売却可能金融
資産から再分類した金融機関に対する貸付金、一定のその他の貸付
金および投資も含んでいます。注記26をご参照ください。

売却可能金融資産
この分類には、公社のトレーディング業務に含まれない利付証券ま
たは金利ヘッジのデリバティブを伴う利付証券への投資が含まれて
います。貸付金および債権に再分類された利付証券もこの分類で従
前は認識されていました。注記26をご参照ください。
この分類の資産は、公正価値で測定され、価値変動はその他包括
利益において認識されています。評価減や為替レート差額による価
値変動は損益計算書において認識されています。利息も損益計算書
で認識されています。
その他包括利益において認識される公正価値での測定は、金融

商品が満期となるかまたは処分されるまで継続します。資産の処分
の際、従前はその他包括利益で認識されていた損益の累計額は損
益計算書において認識されています。

その他の金融負債
支払勘定等、金融機関に対する負債、有価証券、劣後債務およびそ
の他の金融負債はこの分類に含まれます。負債は償却原価で測定さ
れています。

ヘッジ会計
真実かつ公正な業務の概観を得るため、公社は、可能な場合、１ま
たは複数の金融商品でヘッジを行っている資産および負債には公
正価値ヘッジ会計を適用しています。ヘッジ対象リスクとは、スワッ
プ金利の変動の結果として生じる公正価値変動のリスクです。その
ためヘッジ項目は、ヘッジ対象リスクの公正価値変動に基づき再評
価されています。公社はヘッジ手段として金利および為替金利のス
ワップを利用しており、資産／負債は、商品がヘッジする構成要素に
関しては損益を通じて公正価値で測定されています。
　非有効性は損益計算書において認識されています。ヘッジ関係が
有効性要件を満たさない場合、かかる関係は中断されて負債は償却
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。

金融商品の信用損失および評価減
コミューンおよびランスティングは、地方自治体当局のスウェーデン
憲法上の特別な地位および課税権に基づき、破産宣言することはあ
りません。破産以外の方法により存続を中止することもできません。
このため、コミューンおよびランスティングの債務には、潜在的に政
府の保証が付されていることになります。また地方自治体の資産を
借入れの担保として差し入れることは禁止されているため、コミュー
ンおよびランスティングはすべての債務に関し、その徴税権および
総資産をすべて利用しても返済する責任を負っています。
各報告日において、公社は、１または複数の事由（損失事由）が資

産の当初認識後に生じた結果、またかかる損失事由が資産または資
産グループに関して予想される将来キャッシュ・フローに影響を及ぼ
した結果として、金融資産または資産グループについて評価減が必
要であるとする客観的な証拠があるか否かを評価します。客観的証
拠とは、1)発生している観察可能な条件のうち取得原価を回収する
可能性に悪影響を及ぼすもので、かつ2)売却可能金融資産として分
類される金融投資の公正価値が大幅にもしくは長期的に減少するよ
うなものを指しています。

有形資産
有形固定資産は、将来の経済的便益が公社にもたらされることが見
込まれ、資産原価が確実に測定されうる場合、貸借対照表において
資産として認識されています。
有形固定資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上されて

います。
有形固定資産の認識価額は解体または売却の際に、または資産

の使用、解体または売却から将来の経済的便益が見込まれない場
合、貸借対照表から除去されています。資産の売却または解体から
生じる可能性のある損益は、売却価格と売却直接原価控除後の資産
の認識価額との差異とで成ります。損益は、その他営業収益／その
他営業費用として認識されています。
減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計上されて

います。公社は、設備の耐用年数を５年と算定しています。貸借対照
表に含まれる美術品については減価償却がなされません。

保険を通じた年金
労働協約に基づく勤務に対する年金給付に係る公社の年金制度
は、SPP社との保険契約を通じて確保されています。
IAS第19号に従い、掛金建（確定拠出型）年金制度は退職後給付

制度であり、公社はこれにより一定の掛金額を別個の事業体に支払
いますが、事業体が従業員の当期および前期以前の期間の勤務に
関連するすべての従業員給付を払うために十分な資産を保有して
いない場合でも、さらなる法的その他の債務を有しません。給付建
（確定給付型）年金制度は、掛金建（確定拠出型）制度とは別のタイ
プの退職後給付制度として分類されます。
公社の従業員に対する年金制度は、複数の雇用主を包含する掛
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金建（確定拠出型）制度です。公社の年金債務の支払は、損益計算書
においては費用として、従業員が公社に一定期間勤続した場合に得
られる率で計上されています。保険料はSPP社に現行給与をベース
に支払われます。
労働協約で合意された勤務に対する年金給付に加え、公社は社

長に対しては別途の取決めによる確定拠出型の年金拠出をしてい
ます。年金拠出は、株式および出資持分に認識される養老保険に投
資されています。かかる保険はまた、年金債務の担保に供されていま
す。負債においては、年金債務は引当金として認識されています。
これらの保険料の年間費用は注記７に記載されています。

一般管理費
一般管理費には、給与および報酬、年金費用、従業員に対する掛金
およびその他の社会保障費用を含む人件費が含まれています。ま
た、一般管理費には、コンサルタント費用、施設管理費用、研修費、IT
費用、通信費、出張旅費および交際費のほか、安定化政策費用（同費
用は83.6百万クローネ（2010年度：41.2百万クローネ）に上り、費用
合計の35％（2010年度：25％）を占めました。）が含まれています。

処分
処分は、スウェーデンの税法に基づき、非課税準備金の積立ておよ
び取崩しにあたります。課税所得の25％は非課税準備金に配賦する
ことができ、６税額査定年度の上限内で課税について留保しなけれ
ばなりません。非課税準備金は貸借対照表において認識され、当期
の変動は損益計算書において認識されています。

公租公課
当期に係る公租公課には当期税額および繰延べ税額が含まれてい
ます。法人税は、原取引が直接その他包括利益および資本の部で認
識される場合を除き損益計算書において認識され、これによりその
他包括利益または資本の部において対応する公租公課が認識され
ます。
当期に係る公租公課は当該年度に対して支払わねばならない公

租公課です。またこれには、過年度に起因する当期に係る公租公課
の調整も含まれます。
繰延べ税金は、貸借対照表アプローチに従って、資産および負債

の計上額と課税価格との一時差異のベースで計算されます。

グループ補助金
公社はグループ補助金を直接資本の部で認識しています。
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2010年  信用リスク・	 評価減／	 帳簿価額		 担保の価値		 担保控除後の	
	 	 エクスポージャー		 引当金		 	 	 信用リスク・	
	 	 総額(評価減前)	 	 	 		 エクスポージャー総額
有価証券に対する信用 

国および地方自治体の保証  133,729.1 - 133,729.1 - 133,729.1

合計   133,729.1 - 133,729.1 - 133,729.1 

 

有価証券 

国債および公的機関によるもの 

- AAA  9,939.4 - 9,939.4 - 9,939.4

- AA  2,948.3 - 2,948.3 - 2,948.3

- A  - - - - -

その他の発行体によるもの       

- AAA  14,435.1 - 14,435.1 - 14,435.1

- AA  12,345.3 - 12,345.3 496.4 11,848.9

- A  3,676.8 - 3,676.8 - 3,676.8

合計   43,344.9 - 43,344.9 496.4 42,848.5 

 

デリバティブ 

- AAA  - - - - -

- AA  4,605.2 - 4,605.2 2,154.1 2,451.1

- A  8,418.8 - 8,418.8 1,700.2 6,718.5

合計  13,024.0 - 13,024.0 3,854.3 9,169.7 

 

債務 

地方自治体の保証に対する未実行の約定済貸付金	 1,856.0 - 1,856.0 - 1,856.0

合計  1,856.0 - 1,856.0 - 1,856.0 

 

信用リスク・エクスポージャー総額  191,954.0 - 191,954.0 4,350.7 187,603.3

公社では、ギリシャ、アイルランド、イタリアまたはポルトガルへの直接的エクスポージャーは有していません。スペイン開発金融公庫への80百万米ドルおよび50百万ユーロの２件の投
資（それぞれ2013年１月および2013年７月に満期到来）を通じて、スペインに対して直接的エクスポージャーを有しています。かかる投資は、上記「その他の発行体によるもの」に含ま
れ、2011年12月31日現在は格付けAを、2010年12月31日現在には格付けAAを有していました。2011年12月31日現在で格付けBBを有していた有価証券は、ノルウェー輸出金融公社(Ex-
portfinans)に関連するもので、同社については、2011年11月に、ムーディーズによりAa1からBa1へ、スタンダード・アンド・プアーズによりAAからBBB+へ格下げが行われました。

3 金融リスク（リスク管理に関する情報については、40-46ページをご参照ください。）

  

2011年  信用リスク・	 評価減／	 帳簿価額		 担保の価値		 担保控除後の	
	 	 エクスポージャー		 引当金		 	 	 信用リスク・	
	 	 総額(評価減前)	 	 	 		 エクスポージャー総額
有価証券に対する信用       

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

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

 

有価証券       

国債および公的機関によるもの	       

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

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

- A  - - - - -
その他の発行体によるもの

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

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

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

- BBB  - - - - -

- BB  150.9 - 150.9 - 150.9

合計	  52,094.8 - 52,094.8 - 52,094.9 

 

デリバティブ       

- AAA  - - - - -

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

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

- BBB  87.5 - 87.5 63.3 24.2

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

 

債務       

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

合計  1,576.0 - 1,576.0 - 1,576.0 

 

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

信用リスク・エクスポージャー
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名目キャッシュ・フロー－契約残存期間

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

資産        

現金 - - - - - - -

担保適格国債 - 6,805.8 2,332.9 3,687.6 - - 12,826.3

金融機関に対する貸付金 1,697.6 - - - - - 1,697.6

貸付金 - 74,649.8 9,003.1 42,771.9 7,534.7 - 133,959.5

債券およびその他  

利付証券 - 4,571.6 1,791.2 22,214.3 - - 28,577.1

デリバティブ - 66,952.1 55,616.1 142,982.1 30,643.0 - 296,193.3

その他資産 - - - - - 102.3 102.3

資産合計 1,697.6 152,979.3 68,743.3 211,655.9 38,177.6 102.3 473,356.1 

 

負債        

金融機関に対する負債 - - - 1,201.9 2,076.0 - 3,277.9

デリバティブ - 69,189.0 55,712.8 143,009.6 27,328.3 - 295,239.7

有価証券 - 55,516.4 28,585.6 80,466.0 8,155.3 - 172,723.3

劣後債務 - - - - 1,002.9 - 1,002.9

その他負債 - - - - - 111.6 111.6

資本 - - - - - 1,000.7 1,000.7

負債および資本合計  0.0 124,705.4 84,298.5 224,677.4 38,562.5 1,112.3 473,356.1

合計 1,697.6 28,273.9 -15,555.2 -13,021.5 -384.9 -1,010.0 0.0 

未実行の約定済貸付金 1,856.0 - - - - - -

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

名目キャッシュ・フロー－契約残存期間

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

資産       

現金 - - - - - - -

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

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

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

債券およびその他  

利付証券 - 2,154.8 8,608.8 28,124.1 - - 38,887.7

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

その他資産 - - - - - 175.8 175.8

資産合計 1,734.5 130,825.8 151,137.0 256,734.2 60,413.6 175.8 601,020.9 

 

負債        

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

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

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

劣後債務 - - - - 1,000.0 - 1,000.0

その他負債 - - - - - 568.6 568.6

資本 - - - - - 918.4 918.4

負債および資本合計 - 112,340.8 172,878.7 250,553.3 63,761.1 1,487.0 601,020.9

合計 1,734.5 18,485.0 -21,741.7 6,180.9 -3,347.5 -1,311.2 0.0 

未実行の約定済貸付金 1,576.0 - - - - - -

 

2010年

償還情報 (1)

2011年
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	 認識値－契約残存期間
 
流動性エクスポージャー 要求払 残存期間 残存期間	 残存期間		 残存期間	 期間が		 認識値		
	 	 ３ヵ月以下	 ３ヵ月超	 	１年超	 ５年超	 ないもの	 合計	
	 	 	 １年以下	 ５年以下
契約残存期間        

資産        

現金  0.0 - - - - - 0.0

担保適格国債 - 6,802.9 2,354.8 3,730.0 - - 12,887.7

金融機関に対する貸付金 1,697.6 - - - - - 1,697.6

貸付金  - 74,837.4 9,130.5 42,778.0 6,983.2 - 133,729.1

債券およびその他  

利付証券 - 4,571.5 1,816.8 22,371.2 - - 28,759.5

デリバティブ - 1,507.4 1,661.4 5,987.1 3,868.0 - 13,024.0

その他資産 - - - - - 102.3 102.3

資産合計 1,697.6 87,719.3 14,963.6 74,866.3 10,851.2 102.3 190,200.2

        

負債        

金融機関に対する負債 - - - 1,202.9 2,236.0 - 3,438.9

デリバティブ - 2,119.4 1,487.8 5,114.2 2,072.9 - 10,794.2

有価証券 - 53,342.0 29,228.9 82,667.4 8,613.7 - 173,852.0

劣後債務 - - - - 1,002.9 - 1,002.9

その他負債 - - - - - 111.6 111.6

資本 - - - - - 1,000.7 1,000.7

負債および資本合計 - 55,461.3 30,716.7 88,984.5 13,925.5 1,112.3 190,200.2

差異合計 1,697.6 32,258.0 -15,753.1 -14,118.2 -3,074.3 -1,010.0 0.0

未実行の約定済貸付金 1,856.0 - - - - - -

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

資産        

現金  0.0 - - - - - 0.0

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

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

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

債券およびその他   

利付証券 - 2,157.0 8,652.2 28,709.5 - - 39,518.7

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

その他資産 - - - - - 175.8 175.8

資産合計 1,734.5 68,226.0 48,903.3 93,440.5 21,548.3 175.8 234,028.4

 

負債        

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

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

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

劣後債務 - - - - 1,000.2 - 1,000.2

その他負債 - - - - - 568.5 568.5

資本 - - - - - 918.4 918.4

負債および資本合計 - 46,922.1 69,226.6 90,404.9 25,987.9 1,486.9 234,028.4

差異合計 1,734.5 21,303.9 -20,323.3 3,035.6 -4,439.6 -1,311.1 0.0

未実行の約定済貸付金 1,576.0 - - - - - -

2010年

2011年

償還情報
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名目キャッシュ・フロー	 
      
資産および負債に伴う 残存期間 残存期間 残存期間	 残存期間		 残存期間	 利息が		 合計		
金利固定期間、金利エクスポージャー	 ３ヵ月以下	 ３ヵ月超	 １年超	 	5年超	 10年超	 付かないもの	 	
	 	 １年以下	 ５年以下	 10年以下	

資産        

現金 0.0 - - - - - 0.0

担保適格国債   9,314.6 1,997.7 1,514.0 - - - 12,826.3

金融機関に対する貸付金 1,697.6 - - - - - 1,697.6

貸付金  87,816.9 7,012.4 33,176.5 5,866.7 87.0 - 133,959.5

債券およびその他  

利付証券 17,349.8 4,241.3 6,986.0 - - - 28,577.1

デリバティブ  170,319.9 43,306.1 73,074.1 8,942.6 550.5 - 296,193.3

その他資産 - - - - - 102.3 102.3

資産合計 286,498.8 56,557.5 114,750.7 14,809.4 637.5 102.3 473,356.1

        

負債        

金融機関に対する負債 1,201.9 - - 1,896.6 179.4 - 3,277.9

有価証券 49,776.9 39,586.0 75,995.6 6,993.7 371.1 - 172,723.3

デリバティブ   224,289.4 26,324.2 38,620.1 5,919.0 87.0 - 295,239.7

劣後債務 1,002.9 - - - - - 1,002.9

その他負債 - - - - - 111.6 111.6

資本 - - - - - 1,000.7 1,000.7

負債および資本合計 276,271.0 65,910.2 114,615.7 14,809.4 637.5 1,112.3 473,356.1

エクスポージャー累計額 10,227.8 -9,352.8 134.9 0.0 0.0 -1,010.0 0.0

 

 

名目キャッシュ・フロー	
      
資産および負債に伴う 残存期間 残存期間 残存期間	 残存期間		 残存期間	 利息が		 合計		
金利固定期間、金利エクスポージャー	 ３ヵ月以下	 ３ヵ月超	 １年超	 	5年超	 10年超	 付かないもの	 	
	 	 １年以下	 ５年以下	 10年以下	

資産        

現金 0.0 - - - - - 0.0

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

金融機関に対する貸付金 1,734.5 - - - - - 1,734.5

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

債券およびその他  

利付証券 22,534.5 1,929.7 14,423.5 - - - 38,887.7

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

その他資産 - - - - - 175.8 175.8

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

        

負債        

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

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

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

劣後債務 1,000.0 - - - - - 1,000.0

その他負債 - - - - - 568.6 568.6

資本 - - - - - 918.4 918.4

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

 

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

2011年

2010年

金利固定期間、金利エクスポージャー
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帳簿価額

主要外貨建の 

資産および負債 スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 スイス・ その他の  公正価値 合計	
 クローネ    フラン  通貨 調整 

資産         

金融機関に対する貸付金 1,571.8 23.8 102.0 - - - - 1,697.6

貸付金 133,637.6 - - - - - 91.5 133,729.1

利付証券 16,883.9 6,793.2 17,903.3 - - - 66.8 41,647.2

株式および出資持分 1.5 - - - - - - 1.5

デリバティブ - - - - - - 13,024.0 13,024.0

その他資産 99.5 - 1.2 - 0.1 - - 100.8

資産合計 152,194.3 6,817.0 18,006.5 - 0.1 - 13,182.3 190,200.2

         

負債         

金融機関に対する負債 482.0 899.2 - 1,896.6 - - 161.1 3,438.9

有価証券 36,529.2 7,507.0 63,577.3 28,692.4 16,077.6 19,097.8 2,370.6 173,851.9

デリバティブ 113,020.6 -1,591.5 -45,577.4 -30,589.0 -16,077.6 -19,097.8 10,706.9 10,794.2

劣後債務 1,002.9 - - - - - - 1,002.9

その他負債（資本を含む） 1,168.0 0.6 - - - - -56.3 1,112.3

負債および資本合計 152,202.7 6,815.3 17,999.9 0.0 0.0 0.0 13,182.3 190,200.2

         

資産および負債の差異 -8.4 1.7 6.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

 

外貨に対する  

スウェーデン・クローネ高10％の効果（税引前） - 0.2 0.7 - 0.0 - - -

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

帳簿価額

主要外貨建の 

資産および負債 スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 スイス・ その他の  公正価値 合計	
 クローネ    フラン  通貨 調整 

資産        

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

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

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

株式および出資持分 1.8 - - - - - - 1.8

デリバティブ - - - - - - 13,687.2 13,687.2

その他資産 172.7 - 1.3 - - - - 174.0

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

         

負債         

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

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

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

劣後債務 1,000.2 - - - - - - 1,000.2

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

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

 

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

外貨に対する  

スウェーデン・クローネ高10％の効果（税引前） - 0.1 0.3 - - 0.0 - -

2011年

為替リスク (1)

2010年
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組合員の責任
スウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびラ
ンスティングは、公社の約定すべてをカバーする連帯保証を締結し
ています。公社の業務は、1986年の業務開始以来、大幅に変化して
きました。公社は、組合員の借入ニーズに備えるため、また当局や格
付機関により課される要件を満たすために、先行して資金を借り入
れます。また公社は、その業務におけるリスクを低減するためにヘッ
ジ商品（デリバティブ）を用います。
2010年、組合員の責任を明確化するために、基本的な連帯保証

に加えて、２つの取決めが策定されました。１つは、デリバティブの
カウンターパーティ・エクスポージャーに対する責任を定める保証
の取決めであり、ローンについての契約上の従前の条項に置き換わ
るものです。もう１つは、組合員の相互責任を詳細に記載した最新
の求償に関する契約です。契約は、求償に関する契約および約束手
形の条項に従い、従前の責任を明確化し、これに置き換わるもので
す。2011年度において、かかる契約は組合員である地方自治体当局
それぞれにより承認されました。
責任の分担は、公社からの借入れ全体における各組合員の参加

割合に比例して、またスウェーデン地方金融協同組合に対する資本
拠出全体における各組合員の参加割合に基づき約定文書を通じ
て、年に２回、組合員に対して通知されています。
　約定文書は、2011年12月31日現在の公社の貸借対照表（単

位：百万クローネ）における以下の項目に基づいています。
     

金融機関に対する負債 4,149.4 

有価証券 218,037,4 

借入金合計 222,186.8  

 

負債(約定文書に従ったもの)	   

貸し出された借入金(1) 170,091.9 

貸し出されていない借入金(2) 52,094.9 

借入金合計 222,186.8 上記に 

  従ったもの 

その他負債(2) 568.5 

デリバティブ(貸し出された借入金に 

関連するもの)(1)	* 3,492.0 

負債／約定合計 226,247.3 

資産(約定文書に従ったもの)	   

貸し出された借入金(1) 168,070.5 注記12参照

貸し出されていない借入金(2) 52,094.9 注記３、11、13参照

その他資産(2) 175.8 

デリバティブ(貸し出された借入金に 

関連するもの)(1)	* 1,821.8 

資産合計 222,163.0 

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

＊デリバティブ（ヘッジ契約）は、契約ごとに、公社の貸借対照表の総額に含まれています
（注記３をご参照ください。）。また公社がカウンターパーティに対して債権を有する場合
には資産として、カウンターパーティが公社に対して債権を有する場合は負債として認識
されています。約定文書において、デリバティブは、カウンターパーティごとに純額で認識
されます。つまり、同一カウンターパーティに対する債権は同一カウンターパーティに対
する負債で差引計算が行われます。加えて、上記の資産として認識されたデリバティブは、
国債等受領した担保分が減額されます。2011年12月31日現在、受領した担保は4,333.0百
万クローネ（2010年度：3,854.3百万クローネ）に上り、エクスポージャー残高をカバーする
場合に限り使用されます。これらについては、公社の年次報告書の注記３に開示されてい
ますが、貸借対照表において減額されていない場合があります。公社は現在、デリバティ
ブに関連した負債に対する差入担保は有していません。

4  純利息収益
利息収益 2011年 2010年
金融機関に対する貸付金の利息収益 57.1 10.8

貸付金の利息収益   4,309.7 2,519.0

利付証券の利息収益  1,034.8 494.8

その他 0.0 0.5

合計 5,401.6 3,025.0

うち、損益を通じて  
公正価値で測定されない

金融項目の利息収益  3,339.6 897.0

 

利息費用 

金融機関に対する負債の利息費用 0.6 0.8

利付証券の利息費用 4,804.6 2,585.8

その他 23.8 6.3

合計 4,829.0 2,593.0
うち、損益を通じて
公正価値で測定されない

金融項目の利息費用 2,956.2 1,541.7

純利息収益合計 572.6 432.1

5 支払手数料
 2011年 2010年 

代理人支払手数料 1.8 1.2

有価証券仲介手数料 6.4 3.2

その他手数料 0.4 0.0

合計 8.6 4.4

6 金融取引純利益
 2011年 2010年
自己債券の買戻しによる金額 55.8 70.9

利付証券 0.2 -0.9

その他金融商品 2.9 32.5

未実現の市場価値の変動 13.2 -86.5

為替レートの変動 0.0 1.2

合計 72.1 17.2

   

測定分類別の 2011年 2010年 

純利益／損失 

損益を通じて公正価値で測定される 

金融資産 1,399.0 -952.1

売買目的保有（資産） -1,209.8 -1,085.2

貸付金および債権 -1.8 17.6

損益を通じて公正価値で測定される  

金融負債 2,268.2 861.3

売買目的保有（負債） -2,469.7 1,244.0

売却可能金融資産の 

キャピタルゲイン／ロス 0.2 -0.9

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 1,243.7 396.3

公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに 

関するヘッジ項目の公正価値の変動 -1,157.7 -465.0

為替レートの変動 0.0 1.2

合計 72.1 17.2

   

その他包括利益において  

認識される売却可能  

金融資産の純利益 -103.3 -71.4
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7 一般管理費
（単位：千クローネ）

人件費 2011年 2010年
-   給与および報酬 40,664 32,907

-   社会保険費用 12,360 10,600

-   変動的パフォーマンス報酬 - 917

-   年金費用 6,829 6,288

-   年金費用に係る特別給与税 1,609 1,484

-   教育／研修費 1,885 1,761

-   その他人件費 3,568 4,415

人件費合計 66,915 58,372 

その他一般管理費   

-   出張旅費 4,008 5,438

-   IT費用 17,303 13,560

-   コンサルタント費用 24,946 18,233

-   臨時／契約雇用者費用 2,821 3,355

-   格付費用 7,347 5,544

-   市場情報 3,959 3,525

-   賃借料および施設管理費用 2,700 2,167

-   年次報告書および中間報告書 2,463 866

-   安定化政策費用 83,633 41,230

-   その他 13,943 8,205
その他	
一般管理費合計 163,123 102,123

合計 230,038 160,495

報酬方針
公社は、従前から報酬方針を有しており、かかる方針は2011年度に
更新されました。報酬方針では、公社は変動報酬を適用しないことと
されています。2011年度については、公社の従業員に対して支払わ
れた変動報酬はありませんでした。

上級役員に対する報酬
社長兼最高経営責任者に対する報酬は取締役会により決定されて
います。2011年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給とし
て2,624,000クローネ（2010年度：2,596,000クローネ）を受け取り
ました。社長兼最高経営責任者に対する年金費用は755,000クロー
ネ（2010年度：598,000クローネ）に上り、これらは保険契約を通じ
てカバーされています。保険費用の一部は、年金債務に対する養老

保険に関するものです。当該債務には遺族の保護が含まれます。年
金は権利が確定したものであり、将来の雇用を条件とするものでは
ありません。公社から退職が要求された場合、給与18ヵ月分の退職
金に加え、通知後６ヵ月間給与が支払われますが、新たな職に就い
た場合、新たな収入の金額に応じて減額されます。
業務執行副社長に対する報酬は、取締会会長と協議の上で社長

により決定されています。2011年度について、業務執行副社長は、
基本給として1,832,000クローネ（2010年度：1,427,000クローネ）
を受け取りました。変動報酬は支払われませんでした。業務執行副
社長に対する年金費用は442,000クローネ（2010年度：335,000ク
ローネ）に上り、これらは保険契約を通じてカバーされています。公
社から退職が要求された場合、給与18ヵ月分の退職金に加え、通知
後６ヵ月間給与が支払われますが、新たな職に就いた場合、新たな
収入の金額に応じて減額されます。
他の上級役員として分類される従業員グループは、2011年11

月７日から、２名から３名に増員されました。他の上級役員に関
する報酬の詳細は、該当者が上級役員であった個々の期間中に
支払われた報酬を含みます。経営に携わる他の上級役員合計３名
（2010年度：２名）（うち女性１名（2010年度：１名）および男性２
名（2010年度：１名））に対する報酬は、社長により決定されていま
す。経営に携わる他の上級役員の１名については、後払の条件付給
与に関する取決めがあります。これらの者に対する報酬の合計額は
4,057,000クローネ（2010年度：2,478,000クローネ）でした。

取締役に対する報酬  2011年 2010年
ビヨルン・ボルジュソン （2011年４月７日から) 300 -

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン  257 283

インゲマル・アルセルード （2010年３月25日の年次総会まで）  - 31

ローレンツ・アンダーション  137 126

クート・エリアソン （2010年３月25日の年次総会から） 117 94

アンナ・フォン・クノーリング  137 90

カタリーナ・ラーゲルスタム  119 110

トミー・ペーション （2010年６月１日まで） - 200

シャーシュティン・リュディング （2010年３月25日の年次総会まで） - 55

アンナ・サンドボリィ （2010年３月25日の年次総会から） 137 102

ヨハン・トーングレン  137 94

合計  1,341 1,185

給与および報酬
  基本給／	 	 その他の	 	 その他の		  

2011年  取締役会出席報酬	 変動報酬	 給付	 年金費用	 報酬	 合計	
 

取締役  1,341 - - - 1 1,342

社長兼最高経営責任者  2,624 - 83 755 - 3,462

業務執行副社長  1,832 - - 442 - 2,274

経営に携わるその他の者  4,057 - 5 944 - 5,006

その他の従業員  30,810 - 200 4,688 - 35,698

合計  40,664 - 288 6,829 1 47,782

        

2010年  

取締役  1,185 - - - 1 1,186

社長兼最高経営責任者  2,596 - 82 598 - 3,276

業務執行副社長  1,427 - - 335 - 1,762

経営に携わるその他の者  2,478 - - 777 - 3,255

その他の従業員  25,221 917 186 4,578 - 30,902

合計  32,907 917 268 6,288 1 40,381
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その他包括利益に 2011年 2010年 

起因する税金費用  

売却可能金融資産 -26.1 -17.7

貸付金および債権 -1.1 -1.1

その他包括利益合計 -27.2 -18.8

8 その他営業費用   
 2011年 2010年
保険費用 0.5 0.2

通信・情報 6.3 5.5

有形資産の処分に係る  

キャピタル・ロス  - 0.3

その他営業費用 0.8 0.2

合計 7.6 6.2 

 

9 処分 
 2011年 2010年 

繰延税準備金への移転 - -88.1

繰延税準備金の取崩し 13.9 4.9

合計 13.9 -83.2 

 

10 公租公課     
 

損益計算書において認識されるもの 2011年 2010年 

 

当期税金費用 105.9 74.6
一時差異に係る

繰延税金費用(＋)／利益(－) 3.5 -22.7

認識税金費用合計 109.4 51.9

実効税額の調整 2011年（%) 2011年 2010年（%) 2010年	
税引前利益／損失  410.0  192.5

実勢税率による税額  26.3% 107.8 26.3% 50.6

非控除費用 0.1% 0.4 0.6% 1.2

税平衡化準備金に対する標準的利益 0.3% 1.2 0.0% 0.0

認識実効税額 26.7% 109.4 26.9% 51.9

年金費用は保険契約を通じてカバーされています。
2011年度に採択された取締役会の活動手順に従い、取締役会会

長は、公社の報酬方針が独立して見直されるようにすること、およびa)
上級役員への報酬、b)公社のあらゆる統制機能に包括的な責任を負
う従業員への報酬、およびc)公社の報酬方針の適用を遂行するため
の措置に係る取締役会の決定が作成されることに責任を負います。

取締役に対する報酬
2011年度末現在、取締役会は８名（2010年度：７名）の取締役で構
成され、うち４名が女性（2010年度：４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、70ページに示されるとおりです。取締役会会長に
は、400,000クローネの固定報酬が支払われました。同副会長
は、100,000クローネの固定報酬および取締役会１回当り10,000ク
ローネとする変動報酬を受け取りました。他の取締役は、50,000ク
ローネの固定報酬および取締役会１回当り10,000クローネとする
変動報酬を受け取りました。
公社は、取締役会については、年金債務または特定の通知条件の

従業員数(平均) 2011年 2010年 

年度中の従業員数(平均) 58 49

-   うち女性数 24 21 

 

 

監査人に対する報酬および経費 2011年 2010年	
アーンスト・アンド・ヤング(Ernst	&	Young	AB)   

監査業務 932 688

その他の監査業務 316 476

その他の業務 603 843

 

監査業務とは、年次報告書および帳簿記録の監査ならびに取締役
会および社長による経営の審査、スウェーデン地方金融公社の監査
人の責任とされるその他の任務、および監査および／またはその他
の任務の遂行からの観察に伴うその他の助言もしくは支援を指しま
す。その他の監査業務とは、顧客以外の者を含む受領者に対する報
告および証明に向けたレビューなどの品質評価を指します。その他
の業務とは、上記のいずれにも属さないものを指します。

スウェーデン地方金融公社が賃借人と 2011年 2010年 

なっているオペレーティング・リース   

解約不能リース支払額は以下のとおりです。 

１年以下 3,398 1,762

１年超５年以下 7,386 4,327

５年超 12 100

合計 10,796 6,189

 

2011年度中の当該費用は2,722千クローネ（2010年度：1,808千ク
ローネ）でした。

貸借対照表において認識されるもの     

繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の項目に関連しています。  

 

 繰延税金	 繰延税金	 	 	
	 資産		 負債	 純額 

 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年
未実現の 

市場価値変動 38.4 14.6 - - 38.4 14.6

税金資産／税金負債、純額 38.4 14.6 - - 38.4 14.6 

 
繰延税金資産はその他資産として認識され、繰延税金負債は

その他負債として認識されています。	   

資本に対して直接計上される 2011年 2010年 

税金項目   

グループ補助金の支払に対する当期税額 105.9 5.1

資本に対して直接計上される総計額 105.9 5.1 
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11 担保適格国債
 2011年 2010年
 購入価額 公正価値 帳簿価額	 購入価額 公正価値 帳簿価額		
担保適格 

国債
-   スウェーデン国債 7,812.5 7,829.5 7,829.5 8,059.1 8,065.8 8,065.8

-   スウェーデンの地方自治体の債券 2,325.9 2,341.6 2,341.4 4,096.6 4,142.2 4,141.2

-  外国政府の債券 689.2 670.8 670.8 670.6 680.7 680.7

合計 10,827.6 10,841.9 10,841.7 12,826.3 12,888.7 12,887.7

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額	   36.7   69.1

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額	   -31.5   -22.3

帳簿価額が公正価値と異なる理由は、貸付金および債権に再分類された資産（注記26をご参照ください。）が償却原価で認識されているため
です。公社の評価において、2011年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

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43.5％(2010年度：38.1％)がスウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティングに対して直接供与さ
れています。残りはかかる地方自治体が保証する関係会社に対するものであり、主に地方自治体の住宅供給会社(32.3％(2010年度：39.2％))
およびその他の地方自治体が保証する関係会社(24.2％(2010年度：22.7％))向けです。公社の評価において、2011年12月31日現在、評価
減は必要とされませんでした。

13 債券およびその他利付証券
 2011年 2010年
 購入価額 公正価値 帳簿価額	 購入価額 公正価値 帳簿価額	
債券およびその他利付証券	       

-   スウェーデンの住宅金融機関 733.7 757.0 757.0 1,201.1 1,221.0 1,221.0

-   その他のスウェーデンの発行体 8,717.3 9,140.2 9,140.2 4,937.3 4,979.7 4,980.1

-  その他の海外の発行体 29,436.7 29,614.8 29,621.5 22,438.7 22,548.2 22,558.5

合計 38,887.7 39,512.0 39,518.7 28,577.1 28,748.9 28,759.5

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額	   797.9   273.3

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額	   -134.7   -78.8

帳簿価額が公正価値と異なる理由は、貸付金および債権に再分類された資産（注記26をご参照ください。）が償却原価で認識されているため
です。公社の評価において、2011年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

14 株式および出資持分
 2011年 2010年
養老保険 1.3 1.0

株式および出資持分合計 1.3 1.0

 

  

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

登録番号：556581-0669  

 2011年 2010年
    0.5    0.5

    0.5    0.5

16 有形資産
 2011年 2010年 

取得価額  

前期繰越取得価額 14.6 10.3

当期の投資 2.3 6.4

処分 - -2.1

次期繰越取得価額 16.9 14.6

   

減価償却費   

期首残高、減価償却 -7.7 -6.7

当期の減価償却費 -2.5 -2.7

処分 - 1.7

次期繰越減価償却費 -10.2 -7.7

   

期末現在の
残存価値 6.7 6.9
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21 劣後債務             
                               	帳簿価額
 通貨	 額面金額	 利率	(%)	 期日 2011年 2010年
劣後ローン クローネ 1,000.0 変動 永久 1,000.2 1,002.9

合計  1,000.0   1,000.2 1,002.9

Stibor連動３ヵ月物変動利率の永久劣後ローン。条件では、スウェーデン金融監督局による承認を受けた場合に限り返済または買戻しが認められるとされます。ただし、これは早くとも、当
該ローンの日付から５年後の利払日に、またその後は以降の各利払日になります。2011年度の利息費用は42.7百万クローネ（2010年度：2.9百万クローネ）に上りました。
当該ローンにつき公社の自己資本に組み入れることが許可されない場合、当該ローンは、その期間中にいつでも返済されます。債権者は、劣後ローンを譲渡することはできず、またはその
他いかなる方法でも債権者の権利を譲渡することはできません。劣後ローンに関しては、スウェーデン地方金融協同組合の組合員が公社の債務について供与する一般的な保証を求めるこ

とはできません。  

24 関連当事者
（単位：千クローネ）
関連当事者
公社は、スウェーデン地方金融協同組合（親団体）、スウェーデン地方不動産会社（関係会社）および
アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社（関連会社）と密接な関係にあります。

関連当事者	 年度	 関連当事者への	 関連当事者からの		 	 12月31日現在の		 12月31日現在の	
	 	 物品／サービス		 物品／サービス	 その他		 関連当事者への	 関連当事者に	
	 	 	の販売	 の購入	 （利益）	 債権	 対する負債	
スウェーデン地方金融協同組合 2011年 318 388 42,711 295 1,382,811 

 2010年 10 - 2,900 - 1,010,602

スウェーデン地方不動産会社 2011年 63 2,093 - - - 

 2010年 60 1,613 - - 40

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2011年 31 13,796 92 8,380 - 

 2010年 30 10,489 27 4,005 -

 

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をご参照ください。

23 担保提供資産
 2011年 2010年
公社自らの引当金および負債に関する 

担保提供資産によるもの   

スウェーデン中央銀行との国債担保 3,515.6 4,807.2

年金債務のための養老保険 1.3 1.0

担保提供資産合計 3,516.9 4,808.2 

 
担保に係る負債および引当金の認識値は1.6百万クローネ（2010年度：1.2百万クローネ）
でした。スウェーデン中央銀行の資金決済システム(RIX)への参加に必要な資格を得るた

め、公社は、スウェーデン中央銀行に国債を担保として提供することを要求されました。 

22 非課税準備金
繰延税準備金 2011年 2010年
2006年の査定税額 - 13.8

2007年の査定税額 7.0 7.0

2008年の査定税額 4.7 4.7

2009年の査定税額 18.5 18.6

2010年の査定税額 85.7 85.7

2011年の査定税額 88.1 88.1

非課税準備金合計 204.0 217.9 

   

19 未払費用および  
       前受収益    

 2011年 2010年
未払利息費用 83.8 34.0

その他未払費用 27.7 10.1

合計 111.5 44.1

20 年金および類似の債務
　　 に対する引当金

 2011年 2010年
年金債務に対する引当金 1.6 1.2

合計 1.6 1.2

17 その他資産
 2011年 2010年
税金資産 79.0 -

繰延税金資産 38.4 -

その他資産 30.9 67.5

合計 148.3 67.5

 

18 その他負債  
 2011年 2010年
税金負債 - 60.7

繰延税金負債 - -14.6

親団体に対する負債 382.6 7.7

その他負債 72.8 12.6

合計 455.4 66.4
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26 金融資産および金融負債

2011年
現金 - - - - - - - - - 0.0 0.0

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

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

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

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

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

その他資産 - - 29.7 - - - - - - 29.7 29.7

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

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

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

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

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

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

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

   

2010年     

現金 - - - - - - - - - 0.0 0.0

担保適格国債    1,886.9 - 699.5 - 10,301.2 - - - - 12,887.7 12,888.7

金融機関に対する貸付金 - - 1,697.6 - - - - - - 1,697.6 1,697.6

貸付金   52,369.9 - 81,359.2 - - - - - - 133,729.1 133,667.0

債券およびその他利付証券 7,798.1 1,531.3 4,549.9 - 14,880.3 - - - - 28,759.5 28,748.9

デリバティブ - 9,755.8 - - - - - - 3,268.2 13,024.0 13,024.0

その他資産 - - 11.1 - - - - - - 11.1 11.1

合計 62,054.9 11,287.1 88,317.3 - 25,181.6 - - - 3,268.2 190,109.0 190,037.2

金融機関に対する負債 - - - - - 2,236.0 - 1,202.9 - 3,438.9 3,436.6

有価証券 - - - - - 69,610.7 - 104,241.2 - 173,851.9 173,945.9

デリバティブ - - - - - - 9,298.6 - 1,495.6 10,794.2 10,794.2

その他負債 - - - - - - - 14.1 - 14.1 14.1

劣後債務 - - - - - - - 1,002.9 - 1,002.9 1,002.9

合計 - - - - - 71,846.7 9,298.6 106,461.1 1,495.6 189,102.0 189,193.7

貸付金についての帳簿価額は、償却原価で認識される貸付金、公正
価値ヘッジ関係に含まれる貸付金および公正価値で認識される貸
付金から成ります。公正価値は帳簿価額とは異なりますが、これは公
正価値がすべての分類の公正価値に関連しているためです。
担保適格国債、債券およびその他利付証券についての帳簿価額

は公正価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
および債権へと再分類がなされたためです。

金融機関に対する負債および有価証券についての帳簿価額は、償
却原価で認識される負債、公正価値ヘッジ関係に含まれる負債およ
び公正価値で認識される負債等から成ります。公正価値は帳簿価額
とは異なりますが、これは公正価値がすべての分類の公正価値に関
連しているためです。

25 貸借対照表日後の後発事象
公社は、２件の訴訟を裁判所に提起されていました。２件とも、同一の債券発行に関する争議でした。主な聴聞が2011年11月に行われまし
た。裁判所の裁定が2012年２月24日に下され、原告の請求はすべての点で棄却されました。
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。取得費用は総額32百万クローネでした。スウェーデン地方不動産会社は、スウェーデン地方金融公社が業務を行ってい
る建物（エーレブロー所在）を所有、管理しています。

損益を通じて公正価値で
測定される金融資産－

売買目的保有

貸付金
および
債権

満期保有
投資

損益を通じて公正価値で
測定される金融資産－

当該分類として
指定されたもの
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2011年
現金 - - - - - - - - - 0.0 0.0

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

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

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

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

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

その他資産 - - 29.7 - - - - - - 29.7 29.7

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

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

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

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

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

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

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

   

2010年     

現金 - - - - - - - - - 0.0 0.0

担保適格国債    1,886.9 - 699.5 - 10,301.2 - - - - 12,887.7 12,888.7

金融機関に対する貸付金 - - 1,697.6 - - - - - - 1,697.6 1,697.6

貸付金   52,369.9 - 81,359.2 - - - - - - 133,729.1 133,667.0

債券およびその他利付証券 7,798.1 1,531.3 4,549.9 - 14,880.3 - - - - 28,759.5 28,748.9

デリバティブ - 9,755.8 - - - - - - 3,268.2 13,024.0 13,024.0

その他資産 - - 11.1 - - - - - - 11.1 11.1

合計 62,054.9 11,287.1 88,317.3 - 25,181.6 - - - 3,268.2 190,109.0 190,037.2

金融機関に対する負債 - - - - - 2,236.0 - 1,202.9 - 3,438.9 3,436.6

有価証券 - - - - - 69,610.7 - 104,241.2 - 173,851.9 173,945.9

デリバティブ - - - - - - 9,298.6 - 1,495.6 10,794.2 10,794.2

その他負債 - - - - - - - 14.1 - 14.1 14.1

劣後債務 - - - - - - - 1,002.9 - 1,002.9 1,002.9

合計 - - - - - 71,846.7 9,298.6 106,461.1 1,495.6 189,102.0 189,193.7

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債－

売買目的保有

損益を通じて公正価値で
測定される金融負債－

当該分類として
指定されたもの

売却可能
金融資産

その他
金融負債

ヘッジ会計に
おいて利用される

デリバティブ 帳簿価額合計 公正価値
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2011年 レベル１ レベル	2 レベル	3 合計 

担保適格国債 5,177.0 5,464.5 - 10,641.5

貸付金 - 51,785.7 - 51,785.7

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

デリバティブ 3.1 11,102.9 2,581.2 13,687.2

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

金融機関に対する負債 - 2,721.2 228.7 2,949.9

有価証券  - 48,717.8 32,626.0 81,343.8

デリバティブ 4.7 7,371.8 1,978.0 9,354.5

合計 4.7 58,810.8 34,832.7 93,648.2 

 

2011年度において、2,775.0百万クローネがレベル２からレベル１に振り替えられました。これは主として債券およびベーシス・スワップに関連したものでした。   

     

2010年 レベル１ レベル	2 レベル	3 合計 

担保適格国債 7,243.5 4,944.7 - 12,188.2

貸付金 - 52,369.9 - 52,369.9

債券およびその他利付証券 - 24,209.7 - 24,209.7

デリバティブ 18.3 8,888.4 4,117.3 13,024.0

合計 7,261.8 90,412.7 4,117.3 101,791.8

金融機関に対する負債 - 2,236.0 - 2,236.0

有価証券  - 39,198.1 30,412.6 69,610.7

デリバティブ 13.2 8,341.5 2,439.5 10,794.2

合計 13.2 49,775.6 32,852.1 82,640.9

貸借対照表において公正価値で認識される
金融商品に関する一定の開示
以下の表は、貸借対照表において公正価値で評価される金融商品
につき公正価値の決定方法の情報を示したものです。公正価値の
決定方法の分類は以下のとおり３つのレベルに基づき行われてい
ます。

レベル１：価値は活発な市場における同一の商品の相場価格に基

担保適格国債、債券およびその他利付証券

流動性のある投資は、レベル１に従い相場価格を基礎として評価
されます。流動性の低い投資については、公正価値は、発行体の信
用リスクに応じて調整されたスワップ・レートに設定された割引率に
よって予測される将来キャッシュ・フローを割引いて測定されたもの
です。これらはレベル２に従い分類されます。大部分は、スウェーデ
ン国家、OECD諸国の政府保証付の金融機関および北欧の銀行が
投資先です。公社にはABS（資産担保証券）またはCDO（債務担保証
券）等の仕組み信用商品の持ち高はありません。
公社はまた、ノルウェー輸出金融公社（ノルウェー）への投資を有

しています。かかる投資は、観察可能な市場データの不足により、レ
ベル３に従い評価されています。

借入金および借入デリバティブ

借入金は、借入デリバティブを用いて様々な市場リスクに対してヘッ
ジされているため、公社の借入金ならびに借入商品の形態およびそ

公正価値の測定
公社の金融商品は、レベル１に記載の金額とおりごく一部しか相場
価格のある活発な市場において取引されていないため、承認され確
立された測定手法が公正価値の決定に主に用いられています。かか
る測定手法は、評価レベル２に基づき観察可能な市場の情報を基
礎としています。使用された測定手法は、割引キャッシュフロー、発行
市場および流通市場における価格を基礎としています。

貸付金

公正価値は、現在における新規貸付けのマージンにより調整された
スワップ・レートに設定された割引率によって、予測される将来キャッ
シュ・フローを割引いて測定されたものです。この測定手法は、新規
貸付けのマージンが増加した場合には従前の貨付けよりも低い公正
価値が測定されることを意味し、その逆の場合も同様となります。公
社の貸付けはスウェーデン地方金融協同組合の組合員および組合
員が持分の過半数持分を所有する関係会社に限定されています。

づき決定されます。このレベルには、国債および標準化されたデリバ
ティブが含まれ、評価には相場価格が用いられます。
レベル２：価値はレベル１に含まれない、直接的・間接的に観察可
能な市場データに基づき決定されます。このレベルには、貸付金、流
動性の低い投資および借入金が含まれます。また、デリバティブも含
まれ、評価は観察可能な相場価格に基づきます。
レベル３：価値は市場において観察不能なインプットデータに基づ
き、一定の役割を担う公社自らの見積りをもって決定されます。
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レベル３の変更
以下の表は、観察不能なインプットデータ（レベル３）による評価技法手順に基づき貸借対照表に公正価値で認識される金融商品について期首残高および期末残高の調整を示し

ています。       

 	      

  債券および デリバティブ  デリバティブ  金融機関に対する 

  利付証券 資産 負債  貸付金 有価証券 合計 

 

期首残高	2010年１月１日現在  - 2,604.5 -2,732.4 - -11,489.6 -11,617.5

認識された損益：      

- 当期利益に認識されたもの  - 1,832.5 345.2 - -2,162.8 14.9

費用、取得  - -234.2 -52.1 - -20,092.0 -20,378.3

当期中の満期到来  - -85.5 -0.2 - 3,331.8 3,246.1

期末残高	2010年12月31日現在  - 4,117.3 -2,439.5 - -30,412.6 -28,734.8

2010年12月31日現在の期末残高に

含まれた当期利益に認識された損益  - 2,412.5 -454.7 - -1,937.5 20.3

        

期首残高	2011年１月１日現在  - 4,117.3 -2,439.5 - -30,412.6 -28,734.8

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

レベル３への振替  164.4 - - -196.0 - -31.6

認識された損益：       

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

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

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

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

2011年12月31日現在の期末残高に

含まれた当期利益に認識された損益  -13.5 -285.8 -973.0 -32.7 1,188.1 -116.9

の市場に基づく信用スワップの公正価値の計算において同一の原則
が適用されます。借入金およびデリバティブは、関連する借入マージ
ンで調整された適用あるスワップ・レートの気配値で測定されていま
す。借入金（その評価に公社自らの評価を含んでいるもの）は、レベル
３に従い評価されます。借入金自体およびマッチング・スワップは同
様の仕組みを有するため、同様の評価がその双方になされています。
その他の借入金および借入デリバティブはレベル２に従い評価され
ます。デリバティブは、正の市場価値を持つ場合には資産として計上
され、負の市場価値を持つ場合には負債として計上されます。

デリバティブ

その他のデリバティブは、為替リスクおよび金利リスクをヘッジする
ために用いられます。活発な市場で売買される金利先渡契約(FRA)
の形態による標準化されたデリバティブは、レベル１に従い評価さ
れます。標準化されていないデリバティブ（OTC)は、レベル２に従い
公正価値で認識されます。公正価値は、デリバティブにつき現行の指
定スワップ・レートに設定された割引率によって予測される将来キャ
ッシュ・フローを割引いて測定されたものです。デリバティブは、正の
市場価値をもつ場合には資産として計上され、負の市場価値をもつ
場合には負債として計上されます。

重要な仮定および不確実性

公社は、その資産および負債の価値を最もよく反映するとみなされ
る測定手法を使用しています。基礎となる市場データが変更される

ことは、未実現の市場価値に関して損益計算書および貸借対照表に
変更をもたらす可能性があります。また評価分布曲線は、現在の借入
れと貸付けの利ざや、既存事業の価値が低下した際の未実現損失
に対する貸付マージンの増加に基づき決定されています。公社は、
その他の市場リスクをヘッジしているため、金利リスクに対する限界
エクスポージャーのみ有しています。そして、市場価値の変動をもた
らすのは信用スプレッドの変動です。
公社による地方自治体への貸付けに関して貸付マージンが10ベ

ーシス・ポイント増加することにより、利益において-117百万クローネ
（2010年度：-141百万クローネ）の変動をもたらすことになります。
公正価値で認識される負債に関して借入マージンが10ベーシス・ポ
イント増加することにより、利益において+213百万クローネ（2010
年度：+133百万クローネ）の変動をもたらすことになります。借入れ
と貸付けの利ざやが10ベーシス・ポイント平行に変化することによ
り、利益において+/-96百万クローネ（2010年度：+/-８百万クロー
ネ）の変動をもたらすことになります。
レベル３に従い評価される金融商品について評価分布曲線が10
ベーシス・ポイント変化することにより、利益において+/-45百万クロ
ーネ（2010年度：+/-52百万クローネ）の変動をもたらすことになり
ます。上記の変動はすべて、貸借対照表日現在のものであり、税効果
を控除しています。資本に対する影響は税効果に関連したものです。
すべての市場価値の影響は未実現のものであり、また公社は満期

まで資産および負債を保有する意図を有していることから、公社は
かかる価値を実現する意図を有しません。

注 記
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注 記

 2011年12月31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 4,129.5 4,123.0 5,249.4 5,239.7

 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。

2011年12月31日現在
再分類が行われていなければ、2011年12月31日現在の公正価値
準備金より6.5百万クローネのマイナスの影響を受けていたことにな
ります。これは、当該年度中、再分類された有価証券について公正価
値準備金が3.2百万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20.4百万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
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9.7百万クローネのマイナスの影響を受けていたことにな
ます。これは、当該年度中、再分類された有価証券について公正価値
準備金が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。

27 キャピタル・カバレッジ
キャピタル・カバレッジ
法定の所要自己資本の確定には、自己資本比率および大口エクス
ポージャーに関するスウェーデン金融監督局の規則および一般ガイ
ドライン(FFFS2007:1)とともに、自己資本比率および大口エクスポ
ージャーに関する法(Capital	Adequacy	and	Large	Exposures	Act)
(2006:1371)が適用されています。
スウェーデン地方金融公社に関する限りでは、これら規則が金融
損失を強力に抑えることに寄与し、顧客はこれによって保護されてい
ます。規則では、スウェーデン地方金融公社の自己資本（資本）につい
て、一方では信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに
対する所要自己資本を含む所定の最低所要自己資本を良好な利ざ
やでカバーすること、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。最低水準の所要自己資本（第１
の柱）を超える自己資本については、見積額はその他のリスク（第２
の柱）、すなわち、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、
金利リスク、事業リスク、レピュテーショナル・リスクおよび戦略的リス
クに割り当てられています。公社は、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の柱に基づく業務上のすべ
てのリスクならびに第１の柱および第２の柱で測定されないリスク
に対するバッファーとしての追加リスク部分が包括されています。こ
の基準値は最低限のものであり、基準値を超えることに対する内部承
認がなされない限り遵守しなければならなりません。
スウェーデン地方金融公社は、今後数年間の自己資本の額に関す

る計画（資本計画）を持っており、以下に基づくものとなっています。
-		 リスク・プロファイル
-		 発生確率および財務上の影響に鑑みて認識されるリスク
-		 ストレス・テストおよびシナリオ分析
-		 予想される貸付けの拡大および資金調達機会、および
-		 新しい法令やその他の外部要因
資本計画を見直すことは、年間の業務計画および予算に関するス

ウェーデン地方金融公社の取組みに不可欠の部分です。計画はリス
クを正確に評価し、スウェーデン地方金融公社の真のリスク・プロフ
ァイルおよび所要自己資本を反映できるように、年１回もしくは年ご
との見直しが実施される際に請求によりフォローアップされます。
総合的な評価の中で取締役会は、合理的方法により認識されたリ

スク（第１の柱および第２の柱）の結果として生じる所要自己資本に
ついて現在の自己資本の範囲でカバーされるとしました。
主な与信判断および投資と同様に、取締役会により承認された方

針または戦略的文書への変更・追加は常に公社の現在および将来の
所要自己資本に関連していなければなりません。
スウェーデン地方金融公社のリスク管理についての情報は、経営
報告および注記３をご参照ください。
スウェーデン地方金融公社は、本年次報告書においてキャピタル・

カバレッジおよびリスク管理についての情報公開に関するスウェーデ
ン金融監督局の規則および一般ガイドライン(FFFS2007:5)第３章
第１条および第２条ならびに第４章に従い、自己資本および所要自
己資本について要求される情報を提供することのみを選択していま
す。これらの規則により要求されるその他の開示は、スウェーデン地
方金融公社のホームページwww.kommuninvest.seで閲覧すること
ができます。
　自己資本比率規制の第１の柱に沿ったスウェーデン地方金融公
社の法定の所要自己資本の概要ならびに項目ごとの詳細は以下の
とおりです。	
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注 記

自己資本の基本的項目（Tier1資本） 2011年 2010年
株式資本 292.4 288.5

法定準備金 17.5 17.5

繰越利益 191.6 347.6

当期利益 300.6 140.6

控除：繰延税金資産 -7.2 -10.6

非課税準備金 150.3 160.6

正味自己資本 945.2 944.2

 

自己資本の補完的項目   

永久劣後ローン 945.2 944.2

自己資本の補完的項目合計 945.2 944.2

自己資本合計 1,890.4 1,888.4

 

所要自己資本合計、信用リスク   

信用リスクに対する所要自己資本 

（標準的手法）  250.9 129.0

トレーディング業務におけるリスクに対する所要自己資本 2.3 4.3

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

為替リスクに対する所要自己資本 0.1 0.1

所要自己資本合計 330.8 187.2

 

キャピタル・カバレッジ比率 5.71 10.09 

自己資本比率 45.7%      80.7%

 

自己資本  

 375百万クローネ（2010年度：０百万クローネ）の還元による余剰金の分配および取締役
会が提案した利益処分（配当は提案されていません。）を確実なものとするよう、2011年度
末現在、自己資本はスウェーデン地方金融協同組合へのグループ補助金により減じられて

います。   

   

所要自己資本   

   

標準的手法に従った 

信用リスク 2011年 2010年
1.	国および中央銀行向けエクスポージャー - -

2.	地方自治体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 248.3 125.9

4.	事業法人向けエクスポージャー 0.3 0.3

5.	その他の項目 2.3 2.8

信用リスクに対する所要自己資本合計 250.9 129.0

 

トレーディング業務におけるリスク 

金利リスク  

-   特定リスク 1.3 2.9

-   一般リスク 1.0 1.4

トレーディング業務におけるリスクに		
対する所要自己資本合計 2.3 4.3

 

オペレーショナル・リスク 

基礎的指標手法 77.5 53.9

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本合計 77.5 53.9

 

為替リスク  

為替リスク 0.1 0.1

為替リスクに対する	
所要自己資本合計	 0.1 0.1

最低所要自己資本合計 330.8 187.2
   

立ち上げ資本 9.3 9.3
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５ 年 間 の 要 約

５年間の要約

（金額単位：百万クローネ） 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

重要な指標(2007年－2011年)      

成長性
貸付金(変動率：％) 25.7 8.2 18.1 34.3 16.7

純利息収益(変動率：％) 32.5 13.1 151.3 91.0 -20.6

 

連結     

自己資本対総資産(％) 0.81 0.99 0.40 0.34 0.37

調整後自己資本対総資産(％)	(1) 0.95 0.99 0.40 0.34 0.37

キャピタル・カバレッジ比率 5.71 10.09 4.24 3.35 1.81

調整後キャピタル・カバレッジ比率	(1) 6.72 10.09 4.24 3.35 1.81

自己資本比率(％) 45.7    80.7    33.9    26.8    14.5

調整後自己資本比率(％)	(1) 53.7    80.7    33.9    26.8    14.5

 

効率性      

管理費用対貸付金(％)	(2) 0.143 0.127 0.109 0.083 0.103

管理費用(安定化政策費用を除く) 

対貸付金（％）	(2) 0.093 0.096 0.088 0.083 0.103

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

管理費用(安定化政策費用を除く) 

対総資産(％)	(2) 0.067 0.067 0.059 0.061 0.073

貸付金／従業員	(単位：百万クローネ) 2,848.7 2,523.2 2,522.9 2,552.6 2,106.4

変動率(％) 12.9 0.0 -1.2 21.2 19.8

資本利益率     

税引後営業利益対平均資本（％） 32.28 23.45 38.32 12.06 6.34

費用／収益比率(C/I)     

(純利息収益＋その他営業収益)  

対総費用 0.42    0.39    0.35    0.57    1.00

その他の情報     

従業員数 59 53 49 41 37

     
(1)	 調整後自己資本：スウェーデン地方金融協同組合からの資本注入（2011年度の利益に関連して協同組合の2012年年次総会により決定される予定）を調整後の自己資本。2011年度の利
益に関連する資本注入は276百万クローネでした。調整後自己資本は、調整後自己資本対総資産、調整後キャピタル・カバレッジ比率および調整後自己資本比率を計算するために用い
られています。

(2)		管理費用は、一般管理費、減価償却費およびその他営業費用に基づきます。
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５ 年 間 の 要 約

（単位：百万クローネ） 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
損益計算書(１月１日－12月31日)
純利息収益 572.6 432.1 382.1 152.1 79.6

支払手数料 -8.6 -4.4 -3.5 -3.6 -3.1

金融取引純利益 72.1 17.2 90.6 13.9 34.2

その他営業収益 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6

営業収益合計 636.2 445.1 469.4 162.7 111.3

 

一般管理費 -230.0 -160.5 -127.8 -80.6 -75.9

減価償却費 -2.5 -2.7 -1.8 -1.6 -1.6

その他営業費用 -7.6 -6.2 -4.8 -5.2 -3.1

費用合計 -240.1 -169.4 -134.4 -87.4 -80.6

 

営業利益 396.1 275.7 335.0 75.3 30.7

処分(純額) 13.9 -83.2 -82.5 -11.6 0.5

公租公課 -109.4 -51.9 -81.9 -19.2 -7.1

当期利益 300.6 140.6 170.6 44.5 24.1

      

 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

貸借対照表(12月31日現在)      

現金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

担保適格国債 10,841.7 12,887.7 20,912.3 1,879.6 5,598.8

金融機関に対する貸付金 1,734.5 1,697.6 1,851.2 2,440.0 2,513.8

貸付金  168,070.5 133,729.1 123,624.1 104,658.1 77,937.7

債券およびその他利付証券 39,518.7 28,759.5 25,604.1 17,631.6 17,748.3

株式および出資持分 1.3 1.0 0.7 0.3 0.1

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 13,687.2 13,024.0 11,105.3 16,094.3 5,863.8

有形資産 6.7 6.9 3.6 4.4 3.2

その他資産 148.3 67.5 19.3 25.9 249.1

前払費用および未収収益 19.0 26.4 7.1 3.7 2.3

資産合計 234,028.4 190,200.2 183,128.2 142,738.5 109,917.6

 

金融機関に対する負債 4,149.4 3,438.9 7,348.1 5,390.2 4,627.4

有価証券 218,037.4 173,851.9 164,696.1 126,106.1 93,561.4

デリバティブ 9,354.5 10,794.2 9,873.0 10,675.0 11,275.2

その他負債 455.4 66.4 349.6 40.4 32.2

未払費用および前受収益 111.5 44.1 35.6 13.5 8.3

年金および類似の債務に対する引当金 1.6 1.2 0.9 0.4 0.2

劣後債務 1,000.2 1,002.9 - - -

負債および引当金合計 233,110.0 189,199.5 182,303.4 142,225.6 109,504.6

 

非課税準備金 204.0 217.9 134.7 52.2 40.5

資本 714.4 782.8 690.2 460.7 372.4

負債、引当金および資本合計 234,028.4 190,200.2 183,128.2 142,738.5 109,917.6
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提 案 され た 利 益 処 分 および 署 名

取締役会および社長は、 
  
当期利益 300,584,326  

繰越利益 191,549,477  

公正価値準備金 -87,555,478 

合計 404,578,325 
 

を以下のとおり処分することを提案しています。  

繰越金額 404,578,325 
 
	
キャピタル･カバレッジおよび大口エクスポージャーの適用規則は、
公社が随時、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスク
について少なくとも所要自己資本合計に相当する自己資本を保有

余剰金処分

2012年３月７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

 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

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2012年３月７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

 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  

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

し、かつ、公社の内部資本評価ポリシーに基づき業務上認識されるそ
の他のリスクに対する所要自己資本の見積もりをも同自己資本が包
含することを求めています。公社の提案された利益の配分後のキャピ
タル・カバレッジ比率は、5.71（前年度：10.09）でした。提案された利
益の配分後の自己資本は1,890百万クローネ（前年度：1,888百万ク
ローネ）となり、最終的な最低所要自己資本は331百万クローネ（前
年度：187百万クローネ）でした。項目の詳細については、キャピタル・
カバレッジについての注記27に記載しております。
公社の財政状況は、公社が短期および長期でその義務を履行す

ることができるという評価以外に影響を与えるものではありません。
公社の業績および一般的な状況に関する情報に関しては、損益

計算書および貸借対照表ならびに財務書類に関する注記をご参照く
ださい。
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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　御中

年次計算書類に関する報告
我々は、2011年会計年度のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の年
次計算書類（49-55ページのコーポレート・ガバナンス報告書を除き
ます。）につき監査しました。公社の年次計算書類は本書の35-82ペ
ージに掲載されています。

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

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

るための手続きの実施が含まれます。選別される手続きは、不正また
は誤謬によるものかを問わず年次計算書類の虚偽記載に関するリス
クの評価を含め、会計監査人の判断に依拠されます。かかるリスクの
評価を実施するにあたり、会計監査人は、状況に応じて適切な監査
手続を策定するために、公社の年次計算書類の作成および公正な表
示に関連する内部統制を検討しますが、これは公社の内部統制の有
効性に対して意見を表明することが目的ではありません。また監査に
は、採用された会計原則の適切性と取締役会および社長が行った会
計上の見積りの妥当性を評価し、ならびに年次計算書類および連結
年次計算書類の情報の全般的な表示を評価することも含まれます。
我々は、我々が得た監査証拠が我々の監査意見に根拠を提供するた
めに十分かつ適切であると確信しています。

意見
我々の意見では、年次計算書類は金融機関および証券会社の年次
会計に関する法律に従って作成されており、また年次計算書類は金
融機関および証券会社の年次会計に関する法律に従い、2011年12
月31日現在の公社の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営
成績およびキャッシュ・フローをすべての重要な点において公正に表
示しています。我々の意見は、49-55ページのコーポレート・ガバナン
ス報告書は対象としていません。法定経営報告は年次計算書類の他
の部分と整合しています。
したがって、我々は年次株主総会に対して、公社の損益計算書お

よび貸借対照表を承認することを勧告します。

その他の法律および規制上の要件に関する報告
年次計算書類の我々の監査に加え、我々は、2011年度についての公
社の利益または損失の処分の提案および公社の取締役会および社

長による経営を審査しました。我々はまた、コーポレート・ガバナンス
報告書について法定上の審査を行いました。

取締役会および社長の責任
取締役会は、公社の利益または損失の処分の提案に責任を負いま
す。取締役会および社長は、会社法および銀行・金融業法に従った公
社の経営に責任を負い、また49-55ページのコーポレート・ガバナン
ス報告書が金融機関および証券会社の年次会計に関する法律に従
って作成されることに責任を負います。

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

の意見の根拠として、公社の取締役または社長の活動が公社に不利
益を生じさせていないかどうか判断するため、公社によりなされた重
要な決定、活動および状況を審査しました。我々はまた、その他いか
なる方法でも会社法、銀行・金融業法、金融機関および証券会社の年
次会計に関する法律または公社定款に違反していないかどうか審査
しました。
我々は、我々が得た監査証拠が我々の意見に対して根拠を提供

するために十分かつ適切であると確信しています。
さらに、我々はコーポレート・ガバナンス報告書を検討しました。

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

表明
我々は、年次株主総会に対して、取締役会報告においてなされた提
案に従い公社の利益を処分すること、および取締役および社長の当
該会計年度についての責任を解除することを勧告します。
コーポレート・ガバナンス報告書は、年次計算書類の他の部分と

整合して作成されており、その法定の内容についても年次計算書類
の他の部分と整合しています。

2012年３月７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
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レ ビュー 報 告 書

レビュー報告書

2012年３月７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

年次総会にて選任された我々一般監査人は、スウェーデン地方金融
公社の業務を精査しました。
取締役会および社長は、定款および持分保有者指令ならびに業

務に関する規則を遵守した業務執行について責任を負っています。
一般監査人の責務とは、業務運営および管理を精査し、年次総会の
指令に従い業務執行がなされているか評価することです。
当該検証は、スウェーデン会社法に基づいて行われました。文

書／判断基底、手続き/情報を検証し、経営陣、取締役会会長および
承認された会計監査人と討議することによって、その意見および評価
に合理的な根拠を与えるのに必要な焦点および範囲で監査が行わ
れました。
我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的に満足できる形で

行われ、公社の内部統制が十分であったと考えております。



バールベリィ港
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。
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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.
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