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• 協同組合の新規組合員数は５
• 資産合計は1,909億クローネ
• 貸付金は1,288億クローネ
• 営業利益は195.1百万クローネ
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スウェーデン地方金融公社の概要
公社はスウェーデンのコミューンおよびランスティング

(地方自治体)に所有され、安全で費用効率の高い資金

調達、財務アドバイス、能力構築および協力を通じてコ

ミューンおよびランスティングの金融業務を支援する

ことを目的としています。組合組織であるスウェーデン

地方金融協同組合とその完全所有会社で信用専門会

社であるスウェーデン地方金融公社で成り立っていま

す。事業実施は公社(50名の従業員を擁し、事務所はエ

ーレブローに所在します。)によって営利を追求するこ

となく行われています。

　 公社の任務はスウェーデンの地方自治体の資金調

達窓口機関としての役割を果たすことです。これは、公

社が地方自治体部門内で財政安定の保証者として機

能すること、また公社が資金調達に重点を置く効率的

な財務管理をすべてのスウェーデンのコミューンおよ

びランスティングに提供することを意味します。

中間報告書

スウェーデン地方金融公社
企業登録番号：556281-4409

登録地：スウェーデン、エーレブロー

2010年１月１日－６月30日
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公社の安定した発展は継続しています。当該上半期において、スウェーデンの地方自治体の資金

調達窓口機関および市場で主導的な貸し手としての公社の立場はさらに強化されました。

参加組合員の増加も引続き良好です。当該上半期中に協同組合に参加した新規組合員数は５で

した。これは、前年同期比では少ないものの、選挙年である点を考えると多い数です。現在、スウ

ェーデンのコミューンおよびランスティングの大部分が組合員であり、参加組合員の現在の増加

水準が、おそらく今後数年の水準を表すものになるでしょう。

公社の保有者により決議された資本増強は、資産合計の１％の目標水準に対応するもので、計

画に従って進行中です。かかる公社の資本構成強化は、主に、利益の再投資や劣後ローンを通じ

て行われています。当該上半期の好成績は、自己資本を増強するため保有者により提言された利

ざやの増加に起因するものです。

劣後ローンの形態により自己資本を10億クローネ増強する決定は、2010年３月のスウェーデン

地方金融協同組合の年次総会で行われました。春から夏にわたり、組合員は、募集が９月末まで

継続中の資本組入れのプロセスにおいて自らの参加資本に関して決定を行っています。かかる

発行はすでに全額が引き受けられていることが分かっています。一部の組合員は、募集額を超え

る申込みを選んでいます。組合員間における資本組入れのプロセスに対する支援と同様に、重

要な取組みは政治家および幹部役員により行われています。

ここ数年の資金調達需要の高さが引続き公社に貸付高の増加をもたらし、公社は成長が今後も

続くと予想しています。貸付けに対するニーズを満たすことができるように、公社は、重要な借入

プログラム(スウェーデン市場におけるベンチマーク債を含みます。)の導入に取り組んでいます。

６月、かかるプログラムにつき、スウェーデン金融監督局により発表された解釈として、大変プラ

スの情報が届きました。その情報は、金融法の観点から、公社の債券が国債に相当するとみなさ

れるというものです。

当該期間において、国際資本市場における有価証券の発行体としての公社の立場は強化されま

した。たとえば、公社は、春の欧州における累積債務危機の間も米ドル建市場からの資金の調達

を維持していました。格付機関による現在の格付レポートでは、公社の高い信用度（AAA／Aaa）

が確認されています。

公社の財務体力および組合員に長期的に効率的な資金調達ソリューションを提供する能力は引

続き非常に良好です。

トーマス・ヴェーングレン

社長兼最高経営責任者

最高経営責任者からの報告
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市場
当該上半期中、期末頃には経済動向が鈍化するリスクが

増加しましたが、世界経済の状況は安定していました。世

界経済における不確実性は、欧州数カ国における財政の

引締め、米国経済を取り巻く不透明感や主要な途上国に

おける成長の鈍化により高まりました。スウェーデンの経

済動向は世界各国よりもかなり良好であったにもかかわら

ず、世界経済の動向に大きく左右されました。

金融市場においては、市場が依然として脆弱で、世界各国

の中央銀行が引続き多額の資金を銀行システムに供給し

ているものの、状況は安定していました。また、欧州の銀行

システムおよび欧州経済通貨同盟(EMU)の今後の枠組み

に関しては依然多くの不確実性があります。さらに、金融規

制の変更がどの程度銀行の貸付けに影響を及ぼすかにつ

いても不確実性が広がっています。

公社は、2009年度上半期に比して12％の貸付けの増加を

計上し、また市場での立場を強化しました。しかしながら、

貸付けの増加は、2010年度上半期よりも2009年度下半

期における方が大きいものでした。この理由としては、120

億クローネに上るスウェーデン政府による2010年度の経

済支援策が挙げられます。かかる経済支援策により地方自

治体の借入需要が一時的に低下することになりました。

資金を調達するため、公社は、資本市場については満期が

短期および長期の両面で取り組み、成功しています。公社

は、リスク増大が認識されるような時期において投資家の

間で強く求められている発行体のタイプを代表していま

す。公社の信用格付の高さ、協同組合の組合員による連帯

保証および信用の質の高さ、および公営事業に対する資

金供給に特化した業務がこれに寄与しています。

流動性へのアクセス確保を目的として、公社は、新しい借

入市場および新しい投資家層の両面で投資家基盤を拡大

する戦略に従い、投資家のニーズを満たす新しい貸付商

品の開発を継続しています。当該上半期中、借入プログラ

ムがオーストラリア市場で設定されました。最初の発行は、

本報告期間の終了後、８月に行われました。公社の豪ドル

建債券はUBSオーストラリア 政府機関債・国際機関債イン

デックス（オーストラリア国債に関して最も一般的に用いら

れている指数の１つ）に含められました。

新規組合員数は５
公社は、共通の利益を追求することを目的とするコミュー

ンおよびランスティング間の自発的協力という考えにより

支えられている組織です。公社は、スウェーデンで最も堅

調に成長する地方自治体相互の協同組織です。

2010年６月30日現在、協同組合の組合員数は253(246

のコミューンおよび７のランスティング)でした。したがっ

て、公社はスウェーデンのコミューンの85％を代表してい

ることになります。当該上半期中の新規の組合員は以下の

とおりです。

ソーセレー・コミューン(Municipality of Sorsele)

ファルショーピング・コミューン(Municipality of Falköping)

ウップランズ・ベスビー・コミューン (Municipality of Upplands 

Väsby)

ヒュルテ・コミューン (Municipality of Hylte)

ボリィホルム・コミューン (Municipality of Borgholm)

なお、当該期間末日以降、ヘール・コミューン(Municipality 

of Höör)が組合員となっています。さらに参加申請が手続

中です。

最上位の信用格付は変わらず
公社は、最も定評のある２つの信用格付機関であるムーデ

ィーズおよびスタンダード・アンド・プアーズより、最上位の

信用格付を有しています。スウェーデンにおいて、スウェー

デン王国（スウェーデン国家）、ストックホルム市および公

社だけがかかる格付機関の両社から最上位の信用格付を

付与されています。格付けは、組合員により保証されてい

る金融協力という公社のコンセプトおよび組合員と公共部

門の全体的な財務力を反映しています。

中間報告書
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財務報告＊ 

利益／損失

営業利益（処分・税引前利益）は、195.1百万クローネ（前

年同期：-65.3百万クローネ）に上りました。営業利益の改

善は、主に金融取引純利益に起因するものです。

処分・税引後利益は、105.3百万クローネ（前年同期：-62.0

百万クローネ）に上りました。

純利息収益は、214.2百万クローネ（前年同期：206.1百万

クローネ）に上りました。純利息収益の改善は、貸付額の増

加および利ざやの改善を伴った、ここ数年の力強い進展に

起因しています。利ざやの改善は、持分保有者指令に従い

継続中の公社の資本強化策の効果です。

発行された有価証券の買戻しおよび金融商品の売却は、

「金融取引純利益」において認識され、利益増加に78.1百

万クローネ（前年同期：69.7百万クローネ）寄与しました。

損益計算書において認識される未実現の市場価値変動

は-15.6百万クローネ（前年同期：-291.7百万クローネ）で

あり、「金融取引純利益」において計上されています。2009

年度の市場価値変動は、借入れと貸付けの利ざやの増加

に起因するものでした。市場価値には同様の変動は伴って

いませんが、2010年度において利ざやは維持されていま

す。公社は、資産と負債を満期まで保有することを意図し

ているため、これらは将来実現しない価値です。

業務利益（市場価値変動の影響を除いた営業利益）は

210.7百万クローネ（前年同期：226.4百万クローネ）に上

りました。

費用は80.1百万クローネ（前年同期：50.2百万クローネ）

に増加しました。かかる増加は、安定化政策費用およびコ

ンサルタント費用の増加に起因するものです。

貸倒損失

貸倒損失はありませんでした（前年同期：なし）。

財政状態

2010年度上半期末日現在、資産合計は190,882.6百万ク

ローネ（前年同期末日現在：155,872.4百万クローネ）に上

りました。

貸付金は128,785.2百万クローネ（前年同期末日現

在：114,740.3百万クローネ）に上りました。名目ベース

（実際に貸付けられた額）では、貸付金は126,962.2百

万クローネ（前年同期末日現在：113,521.3百万クロー

ネ）でした。貸付けの増加は、公社の組合員の高い需要

による、2010年度における貸付けの力強い伸びに起因

するものです。

組 合 員 にまだ 貸し出されてい な い 投 資 資 金 は 合 計

46,973.1百万クローネ（前年同期末日現在：27,440.8百万

クローネ）でした。

当該上半期末日現在の借入金は182,001.6百万クローネ

（前年同期末日現在：145,918.9百万クローネ）でした。

正の市場価値および負の市場価値をもつデリバティブ

はそれぞれ14,986.0百万クローネ（前年同期末日現

在：13,656.3百万クローネ）および7,766.2百万クローネ（

前年同期末日現在：9,461.0百万クローネ）でした。

資 本 は 合 計 7 5 7 . 9 百 万クロー ネ（ 前 年 同 期 末 日 現

在：411.3百万クローネ）でした。当期利益に加え、資本は、

売却可能金融資産として分類される金融資産の市場価値

変動によって影響を受けました。未実現の市場価値変動が

資本の部に直接計上されるためです。当該年度中の変動

額は合計-41.5百万クローネ（前年同期末日現在：4.7百万

クローネ）でした。

株式資本は、年次総会による取締役会への授権に基づき、

新株発行により増額されました。当該年度中、3.9百万クロ

ーネ（前年同期末日現在：7.9百万クローネ）の新株発行が

実施されました。協同組合の新規組合員からの参加資本

を移転することによって公社の財政基盤を強化することが

目的です。かかる移転は、参加組合員の増加に伴い定期

的に実施されてきました。株式資本は273.5百万クローネ

（2,735,000株）になりました。

キャピタル・カバレッジ　

キャピタル・カバレッジ比率は、5.81（前年同期末日現

在：3.12）に上りました。

*　一定の評価・会計原則の変更（後記「会計原則」の項に詳細が記載さ

れています。）により、2009年度の一定の比較対応数値が変更されてい

ます。

中間報告書
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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。これら

は主に、世界の動向、公社の業務および金融リスクに関連

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。

従業員および環境
2010年度は従業員数は２名増え、当該上半期末日現在で

は合計50名でした。公社は、スウェーデン環境法に基づく

許可を必要とする業務は何ら行っていません。公社は、環

境に関するポリシーを準備しました。2009年２月に取締

役会がこれを採択しました。

リスク管理
公社は、市場リスク、流動性リスクおよびカウンターパーテ

ィ・リスクについて厳格に処理しています。余剰流動資金

は、少なくともムーディーズによるA2および／またはスタ

ンダード・アンド・プアーズによるAの信用格付を有する金

融機関により発行された利付証券、ならびに国により発行

された利付証券に対して投資されています。公社には米国

のモーゲージ市場向けのエクスポージャーも、CDO（債務

担保証券）やABS（資産担保証券）の保有もありません。

高い流動性水準を確保するため、国債への投資が大部分

を占めています。デリバティブのカウンターパーティとの信

用補完契約の締結が優先事項です。当該上半期中、追加

的な信用補完契約によりカウンターパーティ・リスクが低

減されました。

オペレーショナル・リスク
公社は、2007年にEC指令（バーゼルⅡ）に従い新しい資

本評価プロセスを導入しており、公社のキャピタル・カバレ

ッジ比率（自己資本比率）の算定の際にはこれが考慮され

ています。資本評価プロセスはスウェーデン金融監督局に

より検査が行われ、同局は公社が業務上の需要を満たす

に十分な自己資本を有していると評価を下しています。

リスクの分散
年初以降、スウェーデン国債への資本投資の割合が増加

しています。ポジションは最上位格付けを有するカウンタ

ーパーティおよびスウェーデンのカウンターパーティが大

部分を占めています。 

中間報告書

投資資金の格付け別内訳 2010年６月30日現在

格付AA、
29％

格付A、
23％

  

格付AAA、48％  

組合員コミューンおよびランスティング、＜1％  

投資資金の発行体別内訳 2010年６月30日現在

政府関係および
地方自治体、41％  

国、25％  

銀行(豪州および日本)、＜1％   銀行(欧州)、5％  

銀行(北欧地域)、29％  
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デリバティブのうち、50％以上が少なくともムーディーズか

らのAa3および／またはスタンダード・アンド・プアーズか

らのAA－の信用格付を有するカウンターパーティに振り

分けられています。デリバティブのポジションは主に欧州

の銀行が占めています。

取締役会
アンナ・サンドボリィおよびクート・エリアソンが2010年３

月25日の公社の年次総会で新たに取締役に選任されまし

た。取締役会にはその他、エレン・ブラムネス・アルヴィドソ

ン（取締役会会長）、ローレンツ・アンダーション、アンナ・フ

ォン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタムおよびヨハ

ン・トーングレンが含まれます。なお、トミー・ペーションが

６月１日まで取締役会会長でしたが、その後エレン・ブラ

ムネス・アルヴィドソンが同職に任命されました。

経営陣
2010年度上半期、公社の執行役員グループは、トーマス・

ヴェーングレン(社長兼最高経営責任者)、マリア・ビームネ

(業務執行副社長)、アンダーシュ・ゴンゲ(資金調達・財務

部長)およびヨハンナ・ラーション(管理部長)で構成されて

いました。

中間報告書

デリバティブ名目元本の格付け別内訳 2010年６月30日現在

格付AA、50％  
格付A、
50％

 

格付AAA、0％  

デリバティブに関する債権のカウンターパーティ別
内訳(担保控除後) 2010年６月30日現在

銀行(欧州)、60％  

銀行(米国)、21％  

銀行(カナダ)、1％  

デリバティブ
プログラム、18％

  



 (単位：百万クローネ)  2010年1月-6月 2009年1月-6月 2009年1月-12月

利息収益                                   1,292.2 1,879.2 3,339.7

利息費用   -1,078.0 -1,673.1 -2,957.6

純利息収益                                        214.2 206.1 382.1

支払手数料  -1.7 -1.5 -3.5

金融取引純利益  62.5 -219.9 90.6

その他営業収益  0.2 0.2 0.2

営業収益合計  275.2 -15.1 469.4

一般管理費           -76.7 -47.4 -127.8

有形資産減価償却費  -1.3 -0.8 -1.8

その他営業費用  -2.1 -2.0 -4.8

費用合計  -80.1 -50.2 -134.4

   

営業利益／損失  195.1 -65.3 335.0

   

処分  -51.4 1.6 -82.5

当期利益にかかる公租公課                        -38.4 1.7 -81.9

当期利益  105.3 -62.0 170.6

   

包括利益計算書   

損益計算書に計上される当期利益  105.3 -62.0 170.6

   

その他包括利益   

売却可能金融資産  -54.2 11.9 50.7

貸付金および債権  -2.1 -2.1 -4.2

その他包括利益に関連する公租公課  14.8 -5.1 -14.7

その他包括利益合計  -41.5 4.7 31.8

包括利益合計  63.8 -57.3 202.4
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損益計算書

中間報告書



(単位：百万クローネ)  2010年６月30日現在 2009年６月30日現在 2009年12月31日現在
資産    

現金   0.0 0.0 0.0

担保適格国債  15,150.4 7,785.2 20,912.3

金融機関に対する貸付金  1,390.3 3,319.2 1,851.3

貸付金  128,785.2 114,740.3 123,624.1

債券およびその他利付証券  30,432.4 16,336.4 25,604.1

株式および出資持分  0.8 0.4 0.7

関連会社株式  0.5 0.5 0.5

デリバティブ  14,986.0 13,656.3 11,105.2

有形資産、設備  6.4 3.8 3.6

その他資産  123.8 28.0 19.3

前払費用および未収収益  6.8 2.3 7.1

資産合計  190,882.6 155,872.4 183,128.2

負債および資本    

金融機関に対する負債  7,710.2 4,521.8 7,348.1

有価証券  174,291.4 141,397.1 164,696.1

デリバティブ  7,766.2 9,461.0 9,873.0

その他負債  115.6 19.7 349.6

未払費用および前受収益  54.2 10.5 35.6

年金および類似の債務に対する引当金  1.0 0.5 0.9

負債合計  189,938.6 155,410.6 182,303.3

    

非課税準備金  186.1 50.5 134.7

    

株式資本  273.5 244.6 269.6

法定準備金  17.5 17.5 17.5

公正価値準備金  -0.2 14.2 41.3

繰越利益  361.8 197.0 191.2

当期利益  105.3 -62.0 170.6

資本合計  757.9 411.3 690.2

    

負債および資本合計  190,882.6 155,872.4 183,128.2

    

備忘項目    

その他担保提供資産  3,156.4 411.0 3,499.9

偶発債務  なし なし なし

    

債務    

担保提供貸付金  1,976.4 1,941.0 1,498.9    
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貸借対照表

中間報告書
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資本変動表

中間報告書

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

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

      

余剰金処分 - - - 170.6 -170.6 0.0 

     

当期包括利益 - - -41.5 - 105.3 63.8 

     

公社の持分保有者との取引を除く 269.6 17.5 -0.2 361.8 105.3 754.0

資本変動合計      

      

新株発行 3.9 - - - - 3.9

    

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

2009年６月30日現在                                           制限資本   非制限資本  資本合計
（単位：百万クローネ） 株式資本  法定準備金 公正価値  繰越利益 当期利益
   準備金  ／損失   

2009年1月1日現在の前期繰越資本 236.7 17.5 9.5 152.5 44.5 460.7 

     

余剰金処分  - - - 44.5 -44.5 0.0 

     

当期包括利益 - - 4.7 - -62.0 -57.3 

     

公社の持分保有者との取引を除く  236.7 17.5 14.2 197.0 -62.0 403.4 

資本変動合計 

      

      

新株発行 7.9 - - - - 7.9

 

2009年6月30日現在の次期繰越資本 244.6 17.5 14.2 197.0 -62.0 411.3

2009年12月31日現在                                          制限資本   非制限資本  資本合計
（単位：百万クローネ） 株式資本  法定準備金 公正価値  繰越利益 当期利益
   準備金  ／損失  

2009年1月1日現在の前期繰越資本 236.7 17.5 9.5 152.5 44.5 460.7

      

余剰金処分 - - - 44.5 -44.5 0.0 

     

当期包括利益 - - 31.8 - 170.6 202.4 

     

公社の持分保有者との取引を除く  236.7 17.5 41.3 197.0 170.6 663.1 

資本変動合計       

      

新株発行 32.9 - - - - 32.9

グループ補助金 - - - -7.9 - -7.9

グループ補助金に関する税効果 - - - 2.1 - 2,1 

      

2009年12月31日現在の次期繰越資本 269.6 17.5 41.3 191.2 170.6 690.2
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キャッシュ・フロー計算書

中間報告書

(単位：百万クローネ)  2010年６月30日現在 2009年６月30日現在 2009年12月31日現在
期首現金および現金同等物残高  427.7 340.8 340.8

     

営業活動    

営業利益／損失   195.1 -65.3 335.0

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整　(注１)  16.9 290.5 8.2

税金の支払い  -66.7 -7.2 -14.3
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  145.3 218.0 328.9

    

利付証券の増減  2,290.6 -4,011.8 -26,260.1

貸付金の増減  -5,090.7 -10,380.3 -18,655.1

その他資産の増減  -47.9 -0.7 2.9

その他負債の増減  -220.8 -7.3 256.2

営業活動からのキャッシュ・フロー  -2,923.5 -14,182.1 -44,327.2

     

投資活動    

有形資産の売却／処分  0.0 0.0 0.0

有形資産の取得  -4.0 -0.2 -1.0

投資活動からのキャッシュ・フロー  -4.0 -0.2 -1.0

     

財務活動    

有価証券の増減  3,615.0 16,449.1 42,381.4

金融機関に対する負債の増減  279.2 -817.7 2,013.3

新株発行  3.8 7.9 32.9

グループ補助金の支払い  -7.9 -12.5 -12.5

財務活動からのキャッシュ・フロー  3,890.1 15,626.8 44,415.1

    

当期のキャッシュ・フロー  962.6 1,444.5 86.9

    

期末現金および現金同等物残高  1,390.3 1,785.3 427.7

 	   

    

(注１)キャッシュ・フローに含まれない項目の調整  2010年６月30日現在 2009年６月30日現在 2009年12月31日現在
減価償却費  1.3 0.8 1.8

期中の発生主義取得原価の純増減  0.0 0.0 0.0

金融資産の増減による為替レート差額  0.0 -2.0 -3.0

未実現の市場価値  15.6 291.7 9.4

合計  16.9 290.5 8.2
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会計原則

中間報告書

中間報告書は、スウェーデンの金融機関および証券会社

の年次会計に関する法律(1995：1559)、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(FFFS2008:25)に従って作

成されています。

中間報告書に用いられた会計原則および算定方法は、以

下に記載するものを除き、直近の年次報告書に用いられた

ものと同一です。

金融機関および証券会社の年次会計に関するスウェーデ

ン金融監督局の規則および一般勧告(FFFS2008:25)に関

して規則FFFS2009:11により実施された改訂に伴い、公社

は以下に記載のとおり一定の評価・会計原則を変更し、過

年度については再計算しています。

過年度において適用された原則に従い、公社は、ヘッ

ジ会計に関して適用される原則(IAS第39号ではなく

FFFS2008:25に規定されるもの）の枠組みの中で、金融負

債を公正価値で評価しました。

スウェーデン金融監督局の規則および一般勧告では、ヘッ

ジ会計に関するIAS第39号の規定以外のモデルがすでに

承認されなくなっているため、公社は、その適用される原

則において、以下の変更を行いました。

・ 公正価値ヘッジ会計は、IAS第39号の原則に従って実

施されており、固定利付きで金利または通貨デリバティ

ブによるヘッジ対象の金融負債に適用されています。

・ 固定利付きの金融負債および組込デリバティブを含

む金融負債には公正価値オプションが適用されてい

ます。

公正価値ヘッジ会計

IAS第39号の原則に従った公正価値ヘッジ会計が、固定利

付きで金利または通貨デリバティブによるヘッジ対象の金

融負債に適用されています。ヘッジ対象リスクとは、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。

公社は従来、ヘッジ会計に関するIAS第39号の規定以外の

モデルおよび基準を適用してきたため、IAS第39号の原則

適用への移行は、会計原則にも変更をもたらしました。か

かる基準実施の報告方法に関するIAS第39号(第104項)

における主な規則に従い、前期の次期繰越利益の期首残

高およびその他すべての比較対応数値は、かかる基準が

すでに適用されていたものとして再計算されます。したが

って、2010年度期首残高は調整され、市場価値変動（資金

調達の際のスプレッドの変動から生じ、ヘッジ手段の価値

の調整として従来計上されていたもの）について現在は次

期繰越利益および繰延べ税金が減額されています。2009

年度の損益計算書についても再計算されています。関連

する金額の追加開示については注記１をご参照ください。

固定利付きの金融負債および組込デリバティブを含む金融

負債に関する公正価値オプションの適用

公社はIAS第39号により提供される機会を活用し、組込デ

リバティブを含む金融負債を、これが売買目的保有でない

場合も、損益を通じて公正価値で評価します。公社の金融

負債にはかなりの組込デリバティブが含まれるため、公社

は、独立したデリバティブと金融負債の評価における不一

致を大幅に低減するよう、かかる方法で処理することを選

択しています。
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一定の固定利付き金融負債について、公社はIAS第39号

により提供される機会を活用し、負債が売買目的保有でな

い場合にもこれにかかわらず、金融資産については損益を

通じて公正価値で評価します。公社は、これらが主に公正

価値で評価される貸付けに関して用いられているため、か

かる方法で処理することを選択しています。

一方、かかる市場価値はすでに従来適用されていたヘッジ

会計の方法および原則の枠組みの中で計上されていまし

たが、公正価値オプションの適用による損益計算書および

貸借対照表の計上額への影響はありませんでした。このた

め、比較対応数値の調整を要しませんでした。

注記１　評価原則の変更の影響
評価原則の変更は、以前に公表された損益計算書および

次期繰越利益について、以下の影響を与えました。

2009年６月30日現在

金融取引純利益には、115.7百万クローネ減額の調整がな

されました。

当期利益にかかる公租公課には、30.4百万クローネ増額

の調整がなされました。

当期利益には、85.3百万クローネ減額の調整がなされま

した。
　
2009年12月31日現在

金融取引純利益には、141.3百万クローネ増額の調整がな

されました。

当期利益にかかる公租公課には、37.2百万クローネ減額

の調整がなされました。

当期利益には、104.1百万クローネ増額の調整がなされま

した。

このため、2010年１月１日現在の繰越利益には、104.1百

万クローネ増額の調整がなされました。



スウェーデン地方金融公社・中間報告書　2010年１月１日−６月30日

14

公社のキャピタル・カバレッジ（自己資本比率）に関する情

報は、自己資本比率およびリスク管理についての情報公開

に関するスウェーデン金融監督局の規則および一般勧告

(FFFS2007:5)に従い提出される定期的な期間情報を指し

ています。

法律上、公社に対しては、信用リスク、市場リスクおよびオ

自己資本（単位：千クローネ） 2010年６月30日現在 2009年６月30日現在 2009年12月31日現在
自己資本の基本的項目（純額） 903,277 488,036 619,055

自己資本合計 903,277 488,036 619,055

所要自己資本   

標準的手法に従う	 

信用リスクに対する所要自己資本 75,514 120,993 116,932

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本 30,104 19,190 30,104

為替リスクに対する所要自己資本 149 196 61

金利連動型金融商品の 

ポジションに対する所要自己資本	 49,690 15,950 27,084

所要自己資本合計 155,457 156,329 174,181

   

キャピタル・カバレッジ比率 5.81 3.12 3.55

ペレーショナル・リスクに関して個別の最低所要自己資本

が定められています。また公社には、公社の資本が貸借対

照表において金利リスクなど業務上の他のリスクをカバー

できるようにする内部資本評価プロセスがあります。所要

自己資本に関する以下の開示は、法定の最低所要自己資

本に限定されています。

キャピタル・カバレッジ（自己資本比率）

中間報告書
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2010年６月30日現在
再分類が行われていなければ、2010年６月30日現在の公正価値準備金より19,399千クローネマイナスの影響を受けていたことになります。

再分類された資産について、損益計算書では１月１日から６月30日までの期間において10,817千クローネの利息収益を計上しています。

 

 2010年６月30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 5,872,741 5,853,342 5,598,758 5,570,825 

    

2009年12月31日現在
再分類が行われていなければ、2009年12月31日現在の公正価値準備金より27,933千クローネマイナスの影響を受けていたことになります。

再分類された資産について、損益計算書では１月１日から12月31日までの期間において62,982千クローネの利息収益を計上しています。

      

 2009年12月31日現在 2008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 5,598,758 5,570,825 6,057,591 5,991,173  

      

      

 

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、資本の部で公正価値準備金において認

識された価格変動によって損益計算書が影響を受ける

ことはありません。

中間報告書
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2010年８月23日、エーレブロー

 
　　　　　　　　クート・エリアソン	　　　　　　アンナ・フォン・クノーリング	 カタリーナ・ラーゲルスタム
 取締役 取締役 取締役

 

 アンナ・サンドボリィ ヨハン・トーングレン  
 取締役 取締役

トーマス・ヴェーングレン
社長兼最高経営責任者

	 エレン・ブラムネス・アルヴィドソン	 ローレンツ・アンダーション
	 取締役会会長		 取締役

取締役会は、本中間報告書において、公社の業務、財政状況および業績に関する

真実かつ公正な概観を提供し、ならびに公社が直面している

重要なリスクおよび不確実性を記載していることをここに表明します。

取締役署名
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スウェーデン地方金融公社に関する審査報告書
 

企業登録番号：556281-4409

スウェーデン地方金融公社 取締役会　御中

概論
我々は、2010年１月１日から同年６月30日までの期間のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の中間

報告書につき審査しました。スウェーデンの金融機関および証券会社の年次会計に関する法律に従

い、中間報告書の作成については、公社の取締役会および社長が責任を負います。我々の責任は我々

の審査に基づき中間報告書につき意見を表明することです。

審査の範囲および重点
我々は、スウェーデン公認会計士協会(FAR)により発表された審査関与基準(SÖG)2410「独立監査法

人による中間財務情報の審査基準」に従い、我々の審査を実施しました。中間報告書の審査には主

に、財務および会計に係る事項を責任者に照会すること、また分析およびその他の審査手続を適用す

ることが含まれます。審査は、スウェーデンの監査基準(RS)および一般に認められる監査慣行等に従

い実施された監査に比べ範囲がかなり限定されています。審査で行われた手続によっては、我々は、

監査によれば特定し得る重大な事項のすべてを我々が認識し得る水準の確証を得ることができませ

ん。したがって、審査に基づき表明された意見は、監査に基づき表明された意見と同水準の保証を与

えるものではありません。

意見
我々の審査の限りにおいては、我々は、中間報告書が、すべての重要な点において、スウェーデンの金

融機関および証券会社の年次会計に関する法律および金融機関および証券会社の年次会計に関す

るスウェーデン金融監督局の規則および一般勧告(FFFS2008:25)に従い作成されていないと判断す

べき事実を認識しませんでした。

2010年８月23日、ストックホルム

アーンスト・アンド・ヤング AB  

ペーター・ストランド
公認会計士

中間報告書
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