
スウェーデン地方金融公社は、スウェーデンのコミューンおよびラ
ンスティングへ資金を調達する任務を担っています。2010年度は
引き続き協同組合への参加および貸付高が伸びたことから、自己
資本が戦略的に強化され、また長期借入プログラムがスウェーデ
ン市場において設定されました。
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1公社の任務

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）の資金調達活動のため、最善の条件を創出する任務を負っていま
す。スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関としての役割にお
いて、公社は、スウェーデンの地方自治体部門の資金調達についての
責任を担っています。これには、以下を伴います。

• 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安定し
た費用効率の高い資金調達を提供することを可能とすること

• 地方自治体部門の財政安定の保証者として活動すること

• 資金調達、財務アドバイス、知識開発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資金調達活動を支援すること

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
ローをもって設立されました。今日、260のコミューンおよびランステ
ィングを擁し、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。

公社の業務は、金融システムの安定を高め、また納税者からの税金が
できるだけ有効に使用されるのに役立っています。

公社は、スウェーデンの地方自治体の
資金調達窓口機関です。
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2 2010年度の業績要約

スウェーデン中央銀行の金融
政策カウンターパーティに 

公社は認可されたスウェーデン中央
銀行(Riksbank)の金融政策カウンタ
ーパーティであり、３月以降、中央銀
行の決済システム(RIX)の参加機関
となりました。これは、金融システム
における公社の重要性を認識させ
るものであり、また同時に、公社は中
央銀行の短期クレジット・ファシリテ
ィを利用できるようになります。有価
証券の発行体としても公社の立場を
強化し、公社の流動性の管理および
確保を向上させています。

協同組合へ250番目の組合員
参加

ファルショーピング・コミューンが
スウェーデン地方金融協同組合の
250番目の組合員となり、これによ
り同コミューンは公社の資金調達ソ
リューションを利用できるようにな
りました。

協同組合の年次総会で10億ク
ローネの劣後ローンを発行す
る旨を決議

	

2010年の協同組合の年次総会で、
協同組合の組合員への劣後ローン
の発行によりスウェーデン地方金融
公社の自己資本を10億クローネ増
額する旨が決議されました。目的と
するところは、例外的な金融事象に
対する公社の備えを強化し、自己資
本要件の今後の規制に合わせるよう
状況を改善することです。かかるロ
ーンには募集額以上の申込みがあり
ました。

１月 ２月 ３月

協同組合の年次総会は公社の最高意思決定機関です。２月、ファルショーピング・コミューンが協同組合の250番目の組合員になりました。
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32010年度の業績要約

スウェーデン金融監督局は公
社が発行する有価証券を国が
発行する有価証券と同等に取
扱われる旨を確認

スウェーデン金融監督局は、リスクの
観点から、公社が発行する有価証券
を国が発行する有価証券と同等とみ
なす旨を確認しました。かかる発表
は、公社の有価証券への投資の投資
家分類の点からみて重要なものでし
た。公社の有価証券への投資が政府
の有価証券として分類されれば、非
常に多くの投資家にとって魅力的な
ものとなります。

公 社 、アルメダ ーレンで
デビュー

ゴットランド島のヴィスビーにおけ
るアルメダーレン年次政治的協議
会期間中、７月４日から10日まで
初めてイベント組織者として参加し
ました。公社は自ら、「グローバルな
観点からの福祉への資金供給」を
テーマとするセミナーを組織し、交
流の場をアレンジしました。また取
締役および従業員は他のセミナー
や公開討論会に参加しました。

オーストラリアでの新しい借
入プログラム

８月、オーストラリア市場向けの借
入プログラムが開始されました。公
社の豪ドル建て債券は、オーストラ
リア政府の有価証券について最も
広く使用される指標の１つである
「UBSA多国籍・政府機関インデッ
クス」に含まれています。

戦略的なスウェーデンでの借
入プログラム（スウェーデン
地方債券）を設定

11月、スウェーデン市場における借
入れの割合を増やすことを目指し
た公社のスウェーデン・ベンチマー
ク・プログラムに基づき初めての債
券が発行されました。目標は、2015
年までにクローネ建てで予定される
公社の借入れの50％です。スウェー
デン地方債券によって、公社はスウ
ェーデンの債券市場で新しい資産
カテゴリーを確立しました。

2010年度の業績  
•	 12のコミューンとランスティングが新たに組合員になりました（2009
年度：25）。当該年度末現在、協同組合の組合員数は260（2009年
度：248）でした。

•	 貸付額は８％増加し、貸付残高は1,337億クローネに達しました（2009
年度：1,236億クローネ）。

•	 総資産は４％増加し1,902億クローネとなりました（2009年度：1,831
億クローネ）。

•	 当期の営業利益は275.7百万クローネでした（2009年度：335.0百万ク
ローネ）。

•	 キャピタル・カバレッジ比率は10.09でした（2009年度：3.55）。
•	 公社は、市場で最上位の格付（Aaa（ムーディーズ）およびAAA（スタンダ
ード・アンド・プアーズ））を取得しています。

６月 ７月 ８月 11月

2010年、公社は初めてアルメダーレンの政治的協議会に参加しました。 新しい借入プログラムがオーストラリア市場において設定されました。

Källa: Kommuninvest

組合員数の推移および貸付高 2001年‐2010年
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ヴァーラ・コンサートホール

ヴァーラ・コミューンは2010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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2010年度が、公社がスウェーデンのすべてのコミューンお
よびランスティングに対してサービス利用の扉を開いた年
である1993年度と同等に、公社の発展の中で重要な年とみ
なされても、何ら不思議はありません。スウェーデンの地方
自治体の資金調達窓口機関という役割を強化するための公
社の取組みは、当該年度において様々な形で示され、公社
によるスウェーデンの地方債券のローンチが最初の画期的
な出来事となりました。重要なことは、公社の取組みは、持分
保有者の完全なサポートをもって実行されたことです。

2010年度中、公社の組合員および借り手は、引き続き
好条件での資金調達を行うことができました。当該年
度において、スウェーデン市場の金利は徐々に上昇し
ましたが、それでもなお、歴史的にみれば低い水準で
した。当該年度は、主に国際的な債券市場における目
に見える不安が強調されましたが、これは公社の信用
を確保する機会に影響を与えるものではありませんで
した。公社は、当該年度を通じて、好条件での流動性へ
の良好なアクセスを保持しました。

公社はスウェーデンのすべてのコミューンおよびラ
ンスティングの資金調達需要を充足できる、スウェーデ
ンの地方自治体の資金調達窓口機関を確立するとい
う、長期的戦略に沿った取組みを公社内において行って
います。これは、多くの活動により証明されていますが、
このうち３点について、ご説明します。

スウェーデン中央銀行のカウンターパーティー
2010年度の初め、公社はスウェーデン中央銀行の金
融政策カウンターパーティとして承認され、３月よりス
ウェーデン中央銀行のRIX資金決済システムの参加機
関となりました。これは、金融システムにとって公社の
重要性が認識されていることを示すものであり、同時
に、公社は、スウェーデン中央銀行の日中与信および
夜間の与信へのアクセスが認められました。これは、公
社の流動性管理および流動性へのアクセスにも利益を
もたらします。

組合員への劣後ローンによる資本増強
３月にスウェーデン地方金融協同組合の組合員は、総
額10億クローネの30年劣後ローンに申し込む機会を
提供され、この金額は、スウェーデン地方金融公社の自
己資本を増強するために使用されます。発行手続は、夏
季の期間にわたり継続し、すべての組合員が申込みを
行うことを選択して成功しました。これにより、公社の業
務のための長期的な持分保有の確立が明確に確認さ
れました。

重要な１年

資本増強は、例外的な金融事象に対する公社の備え
を強化します。同時に、将来の自己資本比率規制を充
足するために必要な条件は改善されています。公社が
強固な自己資本を有し、維持しているという事実は、今
後数年間に見込まれる需要の高まりを考慮すると、特
に重要です。

スウェーデンの地方債券
11月に公社は、２件の債券で総額150億クローネのス
ウェーデン地方債券を初めて発行しました。これは、大
規模な内部プロセスの集大成となり、スウェーデンの
金融市場における新しく、刺激的な事象の始まりとなり
ました。もちろん、新しい資産のカテゴリーが毎日設定
されるわけではありません。

流動的地方債券の市場を創設することにより、債券
市場のプレーヤーは、国債およびモーゲージ債券に加
え、それらの投資活動および流動性管理に利用できる
追加の商品を取得することができます。これにより、債券
市場の機能は概ね改善され、中央政府の借入ニーズが

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
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低下すると共に、公的借入れにおける新しいプレーヤー
が増加することは好ましいことです。公社は、債券市場の
機能を保護するRiksbank（スウェーデンの中央銀行）か
ら、スウェーデン地方債券の設定において多大な支援を
受け、これに感謝しています。

債券プログラムは、公社およびその借り手にいくつ
かの利点をもたらします。公社の借入コストが減少する
可能性があるため、公社が提供する融資につき低い金
利を提示することが可能です。公社はまた、世界で最も
機能性の高い固定金利市場の１つにおいて、別の資金
調達源へのアクセスを得ています。投資家は、初回およ
びこれ以降の債券の発行に関して、強い関心を示してい
ます。

しかしながら、公社は引き続き、海外の資本市場に
おける確固たる存在感を維持します。公社の長期的な目
標は、スウェーデンにおける借入れと海外市場における
借入れがを均等に配分することです。

好業績による安定強化
2010年度も、公社にとって業績が好調であった年でし
た。協同組合の組合員数は引き続き増加し、当年度末の
組合員数は260となりました。公社の12の新規組合員に
より、融資の需要は好ましい水準を維持し、公社の貸付

けは１年間で９％増加しました。2010年度末における、
公社の貸付総額は1,340億クローネとなりました。2010
年度中、地方自治体が受領した多額の国の助成金によ
り、資金需要の一時的な低下がもたらされました。

276百万クローネの営業利益を上げた背景には、
公社の資本を目標レベルである総資産の１％まで増
加させるための持分保有者指令があったことが加味
されるべきであり、またこれは、公社の貸付事業にお
いて利ざやの増加によるものです。しかしながら、これ
らの利ざやの増加は公社の競争力を弱めるものとは
ならず、2010年度における10件の入札のうち、９件
を落札しました。これは、公社がその顧客に対して最
も魅力的な資金調達ソリューションを提供し続けてい
ることを証明しています。

例外的な市況が
問題を引き起こす
ここ数年間、地方自治体向け資金調達市場は変化し
ており、この変化は金融会社に影響を与える新たな規
則により一部促進されました。この動向により、公社は
地方自治体向け資金調達の割合を徐々に増やしまし
たが、銀行による当該部門への貸付けは減少しまし
た。2010年度末現在、公社の地方自治体部門への貸
付けは貸付総額の37％を占めました。

2010年度に公社が借り手に対して行った調査によ
れば、回答者の約半数は、借入金の75％以上を公社か
ら借入れていました。５の借り手のうち１つは、そのす
べての借入金を公社から借入れていました。

この点について、心に留めておくべきことは、公社の
いずれの借り手も公社のサービスを利用する義務はな
いということです。公社は常に公社の借り手に対して、直
接および間接の借入のコストならびに貸付けに関連す
るリスクをすべて考慮した場合の最も効率的なソリュー
ションを提供する貸し手を利用するよう提案しています。

公社のいくつかの借り手から１つの質問を受けまし
た。１つの与信提供者から大きな割合の借入れを行うこ
とが適切であるかというものです。公社の考えでは、公社
が与信提供者である場合、その答えは「はい」です。公社

の明確な使命および企図により、効率的な資金
調達に係る要件を満たし、流動性リスクおよび
市場リスクを最小限にすることで、公社を通じた
すべての借入れを守ることができます。

公社のビジョンは、地方自治体部門におい
て資金調達を行う際の最も自然な選択となるこ
とであり、公社は現在、公社の借り手に対して融
資戦略のための支援を提供しており、公社はそ
れらのすべてのまたは過半数の融資を行ってい
ます。

持分保有者支配および
組合員の責任の枠組の継続的な発展
長期にわたり、公社の持分保有者は公社の業務および
組合員からの問い合わせの対応に係る枠組の強化に
努めてきました。この取組みは、新しい定款、協同組合
の新しい定款および新しい持分保有者指令ならびに
事業および業務の構想に関する微調整を包含してい
ます。2010年度中、公社内において公社の借入れ、貸
付けおよび流動性準備金の管理に関連する組合員の
責任を明確化するよう努めました。2011年度の組合員
協議会における協議後、2011年度に一定の約定の明
確化を行う予定です。重要なことは、組合員が協力に伴

社長からの報告
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う責任および関与について常に認識することです。
この枠組の整備は、公社が現在実施している業務に

係る持分保有者の責任の明確化であり、基本的な連帯
保証に対する影響はありません。

個人としては、公社の持分保有者が約５年前から、
組織構造、コーポレート・ガバナンスおよび出資に係る
問題に関して取組みを行っていることに感謝していま
す。この取組みにより、金融危機の間の公社の成功の基
盤、またより最近では、公社によるスウェーデン
地方債券のローンチのための基盤が構築され
ました。

強さを増した公社の実現
金融市場の過去３年間は、現代において最も
波乱に富んだ、激動期となっています。金融機
関の資本構成および資金調達構造に固有の
脆弱性が浮き彫りになりました。公社は、この
困難な期間をうまく乗り越えることができた機
関のうちの１つであり、今日、金融危機の発生
時よりも力強くなっています。これは、公社の保
守的なアプローチおよび低いリスク・プロファ
イルからすれば、必ずしも驚くことではないかもしれま
せんが、それでもなお、これは誇りと充足感の源です。

公社は、市場での立場を強化し、多数の新規組合員
を獲得し、財政安定において公社の重要性を明確に証
明し、コミューンおよびランスティングに対してスウェー
デンの地方自治体の資金調達窓口機関としての役割を
果たすために、いくつもの措置を講じてきました。現在の
公社は、社会に利益をもたらす地方自治体の資金調達
窓口機関として全く異なる立場となり、また持分保有者
のガバナンスの変更と組み合わさり、数年前と比較して
著しく強く、より統制の取れた事業となったと言っても過
言ではありません。

新しい金融規制に対する十分な備え
2010年度において、27カ国の中央銀行の代表および
銀行監督当局の首脳は、金融システムのための新しい
国際規制の内容に関する新たな厳しい提案である、バ
ーゼルⅢを公表しました。バーゼル委員会による提案
は、今後EU指令および現地の規制に変換され、その後
2013年から2018年の間で段階的に導入されます。導
入開始期間は長期にわたり、2019年１月１日まで完
全導入されません。

新しい規制は、主として質の高い自己資本の維持お
よび流動性リスク管理の強化を課されている金融機関
に焦点を当てています。これは、長期的に金融システム
の安定を維持するためには、当然必要なことです。公社

は、新しいリスク・ベースの自己資本要件および２つの
新しい流動性要件を共に充足しているため、公社が受け
る影響は、小さなものです。

しかしながら、リスク・ベースではない自己資本の指
標である、レバレッジ比率を導入する提案は、懸念の原
因となっています。レバレッジ比率に関して、有識者から
多数の反対意見がありましたが、これにより検討事項か
ら除かれることはありません。かかる要件により、金融機

関は、エクスポージャーにおけるリスクの質にかかわら
ず、エクスポージャーの最低３％に相当する自己資本を
維持しなければならなくなります。これにより公社は、資
本増強を余儀なくされる可能性があります。

示された信用を守ること
公社は、金融危機が発生してから１度も資金供給の確
保に関して困難に直面したことはありません。これは、
公社に対する投資家の信用の現れです。また、スウェー
デンの地方自治体部門全体に与えられた信頼を示す
ものでもあります。しかしながら、誰もが理解していると
おり、長期にわたり蓄積された信頼であっても、瞬時に
損なわれる可能性があります。

地方自治体部門が引き続き魅力的な条件で借入れ
を行うための最大の保証となるのは、地方自治体の財政
の秩序および厳格な財政規律の遵守です。

特に重要なことは、地方自治体部門の融資戦略を良
いときも悪いときも維持することです。だからこそ、このよ
うな場において、公社が誇張していると考えられる短期
金融への信頼について以前に批判しています。2010年
度末現在において、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、中央政府の債務が3.2年で
あったのに対して、1.4年でした。

この状況において、コミューンおよびランスティング
がそれらの責任を認識することは、それらの事業の長期
性を融資戦略に反映させる上で重要なことです。肯定的

社長からの報告
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な見方をすれば、資本が固定化した平均期間が2010年
度において0.2年増加しており、動向が変化しているとい
えます。さらに期間が伸びることが望ましいでしょう。

同時に、地方自治体当局の財政状態は、良好である
と確信しています。今日、すべての地方自治体当局が計
上した資産は、その負債を上回っており、そしてこれに
は、隠れた剰余価値が考慮されていません。90％強の地
方自治体当局は、2010年度において好業績を報告する

ものと見込まれ、連結業績は、好ましい利ざやにより、良
好な財政維持のための経験則を上回るものと見込まれ
ます。

流動性のための継続的な苦心
2010年度および2011年度初め、欧州債務危機は、欧
州中央銀行（以下「ECB」といいます。）が「最終的な貸
し手」および機能する債券市場における積極的な防衛
者としての役割を担う新たな局面を迎えました。ECB
は、危機に瀕している銀行および国から多額の債券を
取得しているため、資本基盤を増強すると発表する程
度にその総資産は急速に拡大しました。米国中央銀行
である連邦準備銀行の資産もまた増大しました。
　国の借入コストは上昇し、世界的な金融システムが
未だに支援を必要としていることから、金融危機は、４
年目を迎えた今日も終息していないことが明確に示さ
れています。本書の執筆時点の懸念事項は、特定の国
および地域が、2011年度の借換えの需要をどのように
充足させるかに集中しています。間近に迫った流動性
のための苦心は、借り手がその資金調達ソリューション
の延長期間において確実に自己資本を固定化する正
当な理由となります。
　公社は、スウェーデンにおいて、確固たる中央政府の
財政、好ましい経済動向および広く行き渡った将来に
対する楽観性がある中で、うらやまれる程の立場を有
しています。しかしながら、我国は小さく、輸出依存国で
あるため、外部の変化の影響を受けます。金融市場の
不安感は、スウェーデンの借り手の借入れを行う機会
を妨げる場合があることを、自らに対し念を押さなけれ

ばなりません。

公社従業員への謝意
公社において、2010年度は、公社の通常の業務と平行
し、早い速度で多くのプロジェクトが進行しました。繰り
返しになりますが、公社の従業員は、期待を遥かに超え
る多大な貢献をしました。

地方自治体の資金調達窓口機関という役割に課せ
られた、厳しさを増している期待に応えるため、
重要なポストを担う従業員をさらに組織に迎え
入れました。公社の従業員は50人強でありなが
ら、1,900億クローネ強の総資産を管理する効
率的かつ合理的な組織であり続けています。

公社は、確立された戦略に沿って事業を発
展させ、協同組合へのコミューンおよびランス
ティングの加入が増加するものと見込まれま
す。地方自治体部門でますます多くの効率的で
安定した融資を行うことにより、公社は、スウェ
ーデンのより良い福祉や良好な発展への貢献

度を増すことができます。

エーレブロー、2011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
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公共輸送におけるバイオガス・バス
エーレブロー・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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公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングの
組織的な財源獲得および地方自治体部門における財政安
定に対して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、
長期的に安定した費用効率の高い資金調達の確保
を目的として、協働し、連帯し公社を所有しています。
所有者であり、組合組織であるスウェーデン地方金融
協同組合につき、2010年度末現在、組合員数は260
（前年：248）であり、このうち、コミューンが253（前
年：241）、ランスティングが７（前年：７）でした。協同
組合は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公
社の単独の所有者であり、公社ですべての金融事業が
実施されています。

スウェーデン地方金融公社は、安定した費用効率の
高い資金調達、財務アドバイス、専門知識の構築および
協力を通じて、組合員の財務活動をサポートしていま
す。公社は、1986年に、ランスティング・エーレブローと
同ランスティング内の９つのコミューンをもって設立さ
れました。

地方自治体部門間の内部銀行
公社の活動はもっぱら、地方自治体部門に対して競争
力のある貸付け、債務管理および効率的な財政管理に
寄与するその他のサービスを提供することに向けられ
ています。

公社の商品およびサービスは、公社の組合員、組合
員が持分の過半数を所有する関係会社および地方自治
体間の協同組織（関係者すべてが公社の組合員である
場合）だけが利用可能です。

スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関
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。公社は営
利を追求していません。公社の目標は、組合員のため
に有利な金融ソリューションを創出することです。協同
組合への参加も、公社のサービスを利用するか否かの
選択も自発的なものです。

公社の特別な地位
公社は、借り手として独特の性質を有しており、借入れ
について特別な地位を占めており、それらは任務を遂
行するために極めて重要です。

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。公社の
業務は、このようにすべての組合員によって最終的に
保証されています。

強い保証
コミューンおよびランスティングは、破産宣告を受ける
能力および消滅する能力がなく、また、コミューンおよ
びランスティングの活動に対して政府がすべての責任
を負うため、すべての公社の債務についての組合員の
保証は、とても強いものとして認識されています。

貸付先の高い信用力
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
のみ貸付けを行います。

スウェーデンのコミューンおよびランスティングへ
の貸付けは、極めて低リスクであり、適用あるキャピタ
ル・カバレッジ・ルールにおいては、そのリスクウェイト
は０％であるとされています。地方自治体部門の信用
力の詳細については、18ページをご覧下さい。

最上位の格付け
公社は、世界的に有名な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・プアーズの２社から
短期および長期の借入れの両方について最上位の格
付けAAA/Aaaを得ています。

スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関



トロルヘッタン大学キャンパス
トロルヘッタン・コミューンは1993年から
スウェーデン地方金融協同組合の組合員
です。
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公社は、自発的協力という考えに基づいています。公社は、
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を
金融面の協力に参加させることおよびそれらすべての資金
調達のニーズを満たすことを究極の目標としています。

ビジョン
協同組合のビジョン
スウェーデンのコミューンおよびランスティングにとっ
て、財政運営に関し、協同組合を選択するのは自然な
選択です。資金調達の問題において、協同組合は地方
自治体部門を事実上代表している組合組織です。スウ
ェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関として社
会にとっての利益となるため、協同組合／公社は、市場
において特別な位置を占めています。

公社のビジョン
スウェーデンのコミューンおよびランスティングが財政
運営に関し、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。

公社は、スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口
機関として社会にとっての利益となるため、市場におい
て特別な位置を占めています。金融市場のプレーヤー
は、公社を、コミューンおよびランスティングから成る公
共部門を代表する、安定して効率的かつ知識豊富なパ
ートナーであると考えています。公社の職員は、公社の
地位向上に貢献しており、公社は質と知識に焦点を置き
明確な管理とフォローアップのある職場であり、この職
場は、個人が意欲を高められ、満足し、また成長すること
ができる職場であると考えています。

目標
2013年までにすべてのコミューンおよびランスティング
が組合員となること
組合員数の拡大は、公社の借り手としての地位の強化
に貢献しています。目標は、2013年までにすべてのコミ
ューンおよびランスティング、または少なくとも93％の
コミューンおよび60％のランスティングが組合員とな
ることです。2010年度末までに、コミューンの87％（前
年は83％）およびランスティングの35％（前年は35％）
が組合員となりました。

地方自治体部門の資金調達市場における
マーケットリーダー
2012年度末までに、公社の貸付けは、地方自治体部門
の外部借入の少なくとも60％を占めるでしょう。2015

年度末までに、公社の貸付けは、地方自治体部門の外
部借入の100％を占めることも考えられ、少なくとも70
％を占めるでしょう。2010年度末現在、この割合は37％
（前年は33％）でした。

総資産の１％を占める
安定したリターンおよび資本
公社は、営利を追求することなく運営されていますが、
予想される組合員数および貸付額の増加を支えるた
め、好業績を示す必要があります。資本が持続的に総
資産の１％相当となることを目標としています。2010
年度末現在、この割合は1.0％（前年は0.3％）でした。

効率性が行き届いた組織であること
目標は、2015年までに、営業費用を持続的に貸付高の
最大0.08％とすることです。2010年度末現在、この割
合は0.13％（前年は0.11％）でした。

より優れた地位
2012年度末までに、公社は、公共部門および資本市場
においてより強化された優れた地位を確立しているで
しょう。この優れた地位は、顧客満足度指数、協同組合
の持分保有者満足度指数およびカウンターパーティ満
足度指数により評価されます。

雇用主としての魅力
2015年終わりには、公社は、当該分野においてなお一
層強力なブランドをもった魅力ある雇用主となるでしょ
う。これは、従業員満足度指数およびその他の評価基
準により評価されます。

事業コンセプト
協同組合の事業コンセプト
協同組合は、自発的な参加による協同組合です。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運営に
とって、長期的な好条件を創出することを目的としてい
ます。協同組合は、組合組織の一員として、公的資金調
達の問題においてスウェーデンの地方自治体部門を
代表しています。

公社の事業コンセプト
スウェーデン地方金融公社の任務は、協同組合の持分
保有者の資金調達業務のために地方自治体価値の基
礎に基づき長期的な好条件を創出することです。公社
は、競争力のある貸付け、債務管理および財政運営の
効率化に貢献するその他のサービスへのアクセスを提
供することによって、これを遂行しています。

ビジョン、目標および事業コンセプト

地方自治体財政運営にとっての当然の選択
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目標および目標達成

スウェーデンのランスティングのうちの組合員の割合スウェーデンのコミューンのうちの組合員の割合 地方自治体部門の資金調達全体における割合

     22%             32%             33%             37%                   60%    72%             77%             83%              87%                    93%

2007年   2008年     2009年   2010年   2013年目標

     35%             35%             35%             35%                    60%

2007年     2008年   2009年   2010年     2013年目標 2007年   2008年   2009年   2010年     2013年目標

ビジョン、目標および事業コンセプト

地方自治体財政運営にとっての当然の選択

基本的価値およびブランド価値
公社の基本的価値である質、透明性、参画および全体
的アプローチを、日常業務において積極的に組み込
み、かつそれに従うことで、公社は安定して効率的かつ
知識豊富な存在と考えられており、これらは公社の３
つのブランド価値といえます。

2010年12月31日現在の

参加コミューン

2010年12月31日現在の

参加ランスティング

戦略
文化、価値およびコーポレート・ガバナンスは、公社の
業務の枠組みを決定します。優れた、目標志向のリーダ
ーシップは、公社が、組織の強化から利益を受けること
を保証し、正しい方向へ発展を後押しし、資金を適切
に分配します。持分保有者、顧客およびその他利害関
係者にとって価値を創出する、安定し効率的で知識の
豊富な組織を目指します。

体系的な事業計画および管理により、公社の長期
的目標および事業コンセプトは行動および行動計画に
移されています。事業経営では、安定性、効率性、競争
力および従業員という４つの観点を重要視しており、こ
れらの各観点において策定された戦略的目標を有して
います。

2010年度新規組合員
	
組合員番号249		 ソーセレ・コミューン
組合員番号250	 ファルショーピング・コミューン
組合員番号251	 ウップランズ・ベスビー・コミューン
組合員番号252	 ヒルテ・コミューン
組合員番号253	 ボリィホルム・コミューン
組合員番号254	 ホール・コミューン
組合員番号255	 ヴァーラ・コミューン
組合員番号256	 ヴァレンツーナ・コミューン
組合員番号257	 サーレム・コミューン
組合員番号258	 ティーレスオー・コミューン
組合員番号259	 ティーダホルム・コミューン
組合員番号260	 ヴァルムドオー・コミューン
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地方自治体部門
　　公共支出の75％

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25％

国の義務
 

大学
司法制度
環境
防衛
インフラ
その他

地方自治体部門

債務
3,650億クローネ

借入責任
公社(協同組織)

公社、銀行および自身のプロ
グラムを通じての借入れ

公共部門における借入れ

スウェーデン中央政府  

債務
1兆1,500億クローネ

借入責任 

スウェーデン理財委員会
（中央政府機関）

スウェーデン理財委員会を
通じての借入れ

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。地方自治体部門が公社を通じて行う外部借
入の割合は、増加しています。

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、たとえばイ
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、たとえば、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。地方自治体の活動は、地
方自治法およびその他の特別条項により規制されてい
ます。

地方自治
コミューンおよびランスティングは、スウェーデンの地
方自治の原則に基づき、それぞれの事業運営および資
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。

地方自治は、スウェーデン社会の基本理念です。この地
方自治は、国際的に見てもかなり優れているといえます。

地方自治体部門の存在は、憲法上守られています。
スウェーデン憲法によれば、地方自治体の特別な地位お
よび課税を行う権利は、地方自治体が破産宣言できな
いことを意味しています。

公社の地位の強化

経済における地方自治体部門の重要性
地方自治体部門は、公共消費支出の75％およびGDP
の20％を占めているため、経済の発展に非常に大切
です。かかる部門は、地方自治体の関係会社を含めて、
スウェーデン全雇用の26％を占めています。

地方自治体の収入源
コミューンおよびランスティングには、税収、事業収入
ならびに国からの一般的な助成金および平衡化助成
金の３つの主要な収入源があります。

地方自治体の平衡化制度は、平衡化および収入増
加の両方の効果を有し、各地方自治体間の課税基盤お
よび構造的に決定される費用の差を解消し、すべてのコ
ミューンおよびランスティングが同様の条件で住民にサ
ービスを提供することを保証するものです。スウェーデン
の収入と費用の平均化を図る制度は、世界においても最
も強い平衡化を図る制度の１つです。

地方自治体部門における財政
地方自治法に基づき、各地方自治体は、自身の業務お
よび他の法人を通じて行われる業務について、健全な
財務管理を行います。利益を生む目的で投機的取引を
行うことは禁止されています。

2010年の地方自治体部門の純財務収益を除い
た合計収入は、7,890億クローネであり、そのうち66
％は税収でした。余剰金は190億クローネとなりました

（出所：スウェーデン・コミューン・ランスティング連合
（SALAR）による2010年12月経済報告書）。
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単位：10億クローネ

コミューンおよびランスティングの債務

出所：スウェーデン統計局、SALAR(スウェーデン・コミューン・ランスティング連合)
およびスウェーデン地方金融公社

スウェーデンの地方自治体の財政

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。）の外部借入総額は約3,650
億クローネに達します。債務額は、21世紀に入ってから
今日まで横ばいでした。各コミューンまたはランスティ
ングは、その事業に必要な資金調達法をそれぞれで決
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、地方自治体部門の資金調達の
37％を占めています。地方自治体部門によるスウェー
デンの債券市場からの直接借入は、比較的少額である
ものの、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ています。2010年12月現在の
発行済残高は300億クローネでした。

地方自治体による資金調達状況の変化
2010年度、地方自治体による資金調達は、以前にも増
して公社に移行されています。公社による計算によれ
ば、過去３年にわたり、銀行による地方自治体部門へ
の貸付けは500億クローネ超減少しました。

この変化は、金融危機を受けて新たな規制が導入さ
れたことおよび堅固で安定した地方自治体の資金調達
窓口機関を築くために公社が措置を講じたことにより加
速しました。

また新たに導入された規制により、主要な商業銀行
による地方自治体部門への貸付けも徐々に減少してい
ます。これは主に、新たな規制による自己資本および流
動性要件によるものです。

銀行は、事業構造および貸借対照表の構造を調整
するか、または利ざやを増加させ費用の増加分を顧客
に転嫁することにより、関連費用の増加を相殺すること
ができます。スウェーデンの銀行は十分な自己資本を有
し、新たな規制による自己資本要件をすべての意図およ
び目的において既に満たしていますが、地方自治体当
局は再調整の影響を受けています。世界では、公社のよ
うな専門の貸し手が福祉関係の資金調達に占める割合
を増大させる傾向にあります。

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、2010年度に達成され
た落札比率87％が挙げられます。

地方自治体部門に対する融資を強化するための公社の
プログラム
•	スウェーデン中央銀行の金融政策のカウンターパーティ（2010年）
•	スウェーデン中央銀行の資金決済システム(RIX)への参加
（2010年）

•	スウェーデン市場における債券プログラム（2010年）
•	スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関が費用効率の
高い借入れに貢献していることによる強いブランド 
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16 公社の貸付業務

公社は、地方自治体部門における最大の貸し手であり、融
資需要全体の35％超を占めています。2010年度における
貸付高は、新たな組合員に対する貸付けによるだけでな
く、借り手の借入れにおける公社の占める割合が引き続き
増加したこともあり、８％増加して1,340億クローネとなり
ました。

地方自治体の需要に適した商品
公社の商品ポートフォリオは、以下の５つの主要貸付
商品が含まれています。
•	 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)。この商品は、貸付総額の40％超に
相当する公社の最大の個別商品です。

•	 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)

•	 担保提供貸付金。公社は、コマーシャル・ペーパ
ー・プログラムの発行済残高で借換えを保証して
います。

2010年度末現在、コミューンおよびランスティング
は、公社の貸付け全体の38％(前年は38％)を占めて
います。地方自治体の住宅供給会社が39％(前年は
40％)を、また、エネルギー供給会社およびその他の
地方自治体所有の関係会社が残り23％(前年は22％)
を占めています。地方自治体に対する貸付けの一部
は、かかる地方自治体が住宅供給会社等の地方自治
体の所有会社へ更に貸し出すための借入れに関連す
るものです。

いずれの当事者によっても解除可能な貸付商品(公社
金利商品および別途通知あるまでのSTIBOR商品)が、
公社の貸付けの半分以上を占めています。しかしなが
ら、資本が長期間固定の貸付けの割合は増加してい
ます。2010年に合意された貸付けのうち、資本が１年
超固定の貸付けが占める割合は、2009年が22％であ
ったのに対して、47％でした。2010年度末現在、公社
の貸付ポートフォリオにおける資本の平均固定期間
は、1.4年であり、0.2年増加しました。

公社の計算によると、コミューンおよびランスティング
（これらが所有する企業を含みます。）間における当該
年度末現在の外部借入総額は約3,650億クローネに達
しています。

債務管理およびその他の助言サービス
公社の組合員の効率的な財務管理を支援するという
公社の目的を達成するためには、単なる競争力のある
貸付け以上のものが必要です。そのため、財務上のア
ドバイスおよびオンラインの分析ツールが顧客向けに
用意されています。公社は、一般的な財務上のアドバイ
スおよび研修のほか、効率的な債務管理モデルおよび
戦略を提供しています。

公社の貸付業務

貸付けの借り手別内訳、2010年度

地方自治体の
住宅供給会社、
39%(前年40%)

 
 その他の会社、

15%(前年13%)

ランスティング、1％(前年2%)

コミューン、
38%(前年38%) 

出所：スウェーデン地方金融公社

地方自治体のエネルギー
供給会社、7%(前年7%)

 

貸付けの貸付商品別内訳、2010年度

公社金利商品、
42%(前年39%)

出所：スウェーデン地方金融公社

固定金利商品、
35%(前年36％)

変動金利(STIBOR
３ヵ月物)商品、
12%(前年14%)

 

通知までのSTIBOR商品、
11%(前年11%)
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公社は、国内資本市場および国際資本市場における短期
および長期の借入プログラムを利用して資金を調達するこ
とにより貸付けを行っています。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。

公社の借入戦略は、借入市場、投資家部門、借入通貨
および借入商品に関する多様なソースに基づいてい
ます。投資の選択肢に関する投資家のニーズを常に満
たすために、公社は高いレベルの流動性を維持してい
ます。公社は、最上位の格付を有する安定かつ安全な
借り手であるとみなされており、またスウェーデンの地
方自治体部門に対してのみエクスポージャーを有して
います。

公社の借入れの大半は債券(１年超のもの)およびコ
マーシャル・ペーパー・プログラム(１年未満のもの)の発
行の形態で行われています。直接のローンによる調達も
少ないながら一部を占めています。公社は、多様な仕組
商品を取扱っています。かかる仕組商品には、株式およ
び原材料に連動するもののみならず、通貨に連動するも
のもあります。公社は主に、借入期間を１日から30年に
設定しており、固定金利および変動金利の金融商品を扱
っています。

国外および国内の借入プログラム
公社の資金調達基盤は、地理的に異なるいくつかの市
場にわたっています。公社の借入戦略には、可能な限り
高度な多様性を確保するために市場の数を増加させ
る取組みが含まれます。2010年度にスウェーデン、オ
ーストラリアおよびニュージーランドにおける資本市場
において新たな借入プログラムが立ち上げられました。
アフリカ、中東、カナダ、ラテンアメリカおよびその他の
地域における公社のプレゼンスを増大させる取組みが
進行中です。公社の目標は、2015年までにその借入れ
の50％がスウェーデンにおいて確保されることです。

公社の借入業務

公社の最大の借入プログラムは以下を含みます。
•	 スウェーデン地方債券プログラム（１年から10年満
期の中期債券プログラム）

•	 公社の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150億ユー
ロの中期債券プログラム)

•	 公社のユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラム
(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)

•	 公社の国内コマーシャル・ペーパー・プログラム(ス
ウェーデン市場向けで、発行枠500億クローネの短
期借入プログラム)

•	 日本における中期債券プログラムとして知られる発
行登録(売出し)

•	 ドイツにおけるSchuldscheins-	 und	 Namen-
schuldsverschreibung(中期債券プログラム)

2010年度中の動向
2010年度において、ギリシャ、アイルランド、ポルトガ
ルおよびスペインを含む多数の欧州諸国を中心に、国
家財政に対する懸念が広がりました。しかし、低リスク・
プロファイルであることが明確な安定した発行体に対
する需要は年間を通して良好であり、公社は好条件で
資金需要に応えることができました。特に市場不安の
時期には、公社のユーロ建および米ドル建ECPプログ
ラムに対して大きな関心が寄せられました。ECPプログ
ラムでは、新たに２つの通貨建（スイスフラン建および
英ポンド建）での発行が行われました。さらにオースト
ラリア市場において、「カンガルー／カウリ」プログラム
の最初の発行が行われました。日本市場においては、
有価証券の売出しを通じて多額の借入れが行われま
した。年度の終盤には、スウェーデン地方債券の最初
の発行が成功裡に行われました。この商品は、公社の
最大の借入プログラムの１つとなることが予定されて
います。

借入れ(コマーシャル・ペーパーによる借入れは除く)のプログラム別内訳、2010年度

スウェーデン
地方債券、
28%(前年0%)

日本における債券の売出し、
39%(前年10%)

公債、2%(前年22%)

私募、
20%(前年53%)

 

米ドル建ベンチマーク、
11%(前年15%)

出所：スウェーデン地方金融公社

借入れ(コマーシャル・ペーパーによる借入れは除く)の通貨別内訳、2010年度

スウェーデン・クローネ、30%(前年13%)

豪ドル、8%
(前年2%)

 

日本円、32%(前年9%)

ユーロ、8%(前年4%) 

米ドル、
20%(前年39%) 

その他、2%(前年33%)

出所：スウェーデン地方金融公社

公社の借入業務
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18 地方自治体部門の信用度

スウェーデンの地方自治体部門の信用力は非常に高く、い
ずれのコミューンおよびランスティングも、過去に貸し手と
の間で締結された契約を遵守しなかったことはありません。

この信用力の高さには以下のようないくつもの要因が
あります。

コミューンおよびランスティングは
破産宣言しないこと
コミューンおよびランスティングは、スウェーデン憲法
上の特別な地位および地方税の徴収権に基づき、破産
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。

課税および税率決定の権利
スウェーデンのコミューンおよびランスティングは、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。憲法上の課税権は地方自治の重要な側
面です。スウェーデンの地方自治においては、コミュー
ンおよびランスティングに自身で意思決定を行う権利
が与えられなければならないことが定められています。
こうしたスウェーデンの地方自治は、世界各国と比べて
かなり高いレベルにあります。

堅固な地方自治体の平衡化制度
スウェーデンでは、すべてのコミューンおよびランステ
ィングが住民にサービスを提供する源泉が課税基盤お
よび構造的な条件にかかわらず平等になるように、そ
れぞれのコミューンおよびランスティングの収入と費
用の平衡化を図る制度を設けています。収入の平衡化
はコミューンまたはランスティングの間の課税基盤の
差を解消するためのもので、主に国がこの費用を負担
しています。支出の平衡化は構造的費用の差を解消す
るためのもので、国家財政には影響はありません。財政
的に有利な構造を持つコミューンおよびランスティン
グは一定の負担金を支払い、不利な構造を持つものは
支出平衡化のための助成金を交付されます。	

スウェーデンの地方自治体部門に
おける極めて優れた信用力

厳格な財政規律および規則
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。

スウェーデンの地方自治体当局の責務
以下は地方自治体当局に義務づけられた任務
の事例です。

就学前教育
教育
コミューンのレベルでの成人教育
社会福祉サービス
高齢者ケア
都市計画・開発問題
健康管理・環境保護
ごみ処理・清掃
救急活動
上下水道
図書館
危機管理計画
公共交通（ランスティングとの共同事業）
住宅供給

公社の格付	 	 	 	
	
 2007年 2008年 2009年 2010年
スタンダード・アンド・プアーズ－長期 AAA AAA AAA AAA

スタンダード・アンド・プアーズ－短期 A-1+ A-1+ A-1+ A-1+

ムーディーズ－長期 Aaa Aaa Aaa Aaa

ムーディーズ－短期 P-1 P-1 P-1 P-1
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スンダービィ病院
ランスティング・ノルボッテンは2006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。組合員は、
スウェーデン地方金融協同組合を通じて、国内資本市場
および国際資本市場において活発かつ周知の借り手であ
るスウェーデン地方金融公社の持分を保有しています。ま
た、公社は、スウェーデンの公共部門と関連しており、高い
安定性と信用力を有しています。

公社はコミューンおよびランスティングの協力によって
生まれた独特の形態です。それぞれのコミューンおよ
びランスティングの借入額を調整することにより、協同
組合の組合員に利益をもたらす金利面での優遇措置
を可能としています。公社はまた、組合員の財政活動の
発展および向上を支援するため、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。何よりも、公社は、コミューンおよびランス
ティングに対し安定した費用効率の高い資金調達への
アクセスを維持提供する保証者として、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のもと、
活動しています。

順風満帆な組織
スウェーデン地方金融協同組合の設立以来、組合員数
は毎年増加しています。これは、地方自治体部門にお

いて資金調達で好条件を得るために自発的に協力す
るという考えが機能していることの表れです。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、借入条件を改善し、専門的技術を高め、管理コスト
を低減する機会が増えます。金融システムにおける公
社の役割は、ここ数年において、とりわけ他の貸し手が
融資を縮小していた時期にすべての組合員の資金調
達ニーズに応えることができた2008年の金融危機の
処理を通じて、大きくなりました。2008年には、複数の
主要なコミューンが組合員に加わりました。

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
デン地方金融公社の間接的な保有者であり、かかる持
分保有者として、公社の行動に対して保有者責任を負
っています。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やそ
の他の事情により、ここ数年で明確にされています。

資本増強のための持分保有者による十分な支援
当局および投資家は、金融機関が資金調達への良好
および安定的なアクセスを維持するよう、また、不測の
事態に対応するためにより充実した自己資本を維持す
るよう、要求を拡大しています。備えを強化し、将来の
自己資本要件に対応できるようにするため、2009年度
に10億クローネの持分保有者向け劣後ローンを通じ
て公社の自己資本を増強する取組みが始まりました。

公社発展の焦点は組合員への便益

公社は、組合員間の交流、対話および協力を促進するための多くの活動を実施しています。
写真は、2010年の協同組合の年次総会で撮影されたものです。
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公社発展の焦点は組合員への便益

かかる取組みは2010年度に完了し、劣後ローンにつ
いては募集以上の申込みがありました。スウェーデン
地方金融協同組合のすべての組合員が出資すること
を決めたことにより、公社の業務に対する持分保有者
の長期的な出資に明確な確証が得られました。

持分保有者はスウェーデン地方債券プログラムを支援
公社の持分保有者および組合員はまた、スウェーデン
市場における戦略的な債券プログラムの構築を支援
するため、2010年度末に集会を開きました。これは、公
社において予想される借入需要の増加に対応すること
および国際借入への依存を減少させることを目的とし
ています。とりわけ、地方債券プログラムは資本市場に
おける長期借入への費用効率的および柔軟なアクセ
スを組合員に提供しています。スウェーデンの地方債
券の目的は、組合員が長期ローンを迅速かつ簡単に、
また予め設定された条件に基づき調達できるようにす
ることです。

公社発展の焦点は組合員への便益
公社におけるすべての事業拡大は、協同組合への参加
に伴う便益を増加させることを意図しています。ここ数
年においては、スウェーデンの地方自治体の資金調達
窓口機関としての公社の役割、つまりコミューンおよび
ラスティングに対して安定した費用効率の高い資金調
達を長期にわたり提供する能力を強化することに重点
が置かれています。

これに関連して、10億クローネの劣後ローンを通じ
て公社の自己資本を増強するという組合員の決定を中
心として、2010年は公社の歴史において重要な年とな
りました。また、スウェーデン中央銀行が公社を金融政
策カウンターパーティとして承認する決定をしたこと、お
よびスウェーデン地方債券がローンチしたことも、組合
員の便益強化につながっています。

公社の資本状況の強化およびスウェーデン資本市
場へのアクセスの改善により、スウェーデンの地方自治
体当局の借入費用は長期的に減少します。

組合員による影響力のための複数の協議
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特に重要です。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ます。
この年次組合員協議会は、３月に行われる公社の上級
意思決定の協議の場である協同組合の年次総会に先
立ち、１月および２月に実施されます。2010年度は、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、22の地域で組合員協議会
が開催されました。

公社は、ヴィスビーでのアルメダーレン政治的協議会において「グローバルな観点からの福祉への資金供給」を
テーマとするセミナーを開催しました。
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公社のその他の重要な協議の場は、協同組合の理事
会と公社の取締役会です。協同組合の理事会では30
名の理事と代理理事が組合員を代表しています。

協同組合の理事会の管轄下にある分析・財務委員
会は、組合員による影響力および知識交換のためのもう
１つのツールです。当該委員会の職務は、とりわけ、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、既存組合員の財政状態の継続的
な調査、ならびに協同組合の理事会が根本的に重要な
経済上および財政上の問題について対処および判断す
る際の支援です。当該委員会の委員は、コミューン、地方
自治体の関係会社およびランスティングの代表者です。

地方自治体の金融問題に対する積極的影響
公社は一般的な金融の討議に参画し、公的資金調達
の問題においてスウェーデンの地方自治体部門を代
表する組織となっています。たとえば、公社は政党が主
催する地方自治体デーに参画しています。公社は、スウ
ェーデンにおける法案を監視するだけでなく、EU内の
基準や新しい法令の制定についても注視しています。

2010年度、公社は、地方自治体の信用専門会社の
役割を法令の制定により明確化しようと努力を継続し
ました。公社は、地方自治体の資金調達機関の最高財
務責任者のためのヨーロッパのネットワークの創設に
参加し、スウェーデン・コミューン・ランスティング連合
(SALAR)とともに、スウェーデンの地方自治体当局のた
めの金融ネットワークを始めました。

フィンランドおよびオランダの金融機関であるフィン
ランド地方金融公社およびオランダ水道金融公庫ととも
に、公社も各国における財務省に働きかけました。この
目的は、公社が代表する種類および目的を持つ金融機
関が、計画されたレバレッジ比率要件を免除させるため
またはかかるレバレッジ比率を修正させるためのEUに
おける交渉において支援を募ることでした。

公社は財政問題に関して地方自治体部門を代表する
公社は、公共部門の役人および選出された政治家向け
ファイナンス・デーイベントの主要スポンサーの１社
です。2010年度以降、公社は、ゴットランド島のヴィス
ビーにおける政治的協議会のためのアルメダーレン・
ウィークに参加しています。これは他の者と知識を交換
し主要な利害関係者グループとネットワークを構築す
る良好な機会です。公社はまた、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にも属しています。

2010年度持分保有者の調査
公社は、スウェーデン地方金融協同組合の組合員（公
社の持分保有者）に対して、年次調査を実施していま
す。かかる組合員は公社の顧客でもあります。2010年
度に実施された調査により、組合員は概して協力とい
う考え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、2009年度が76であったのに対し、78でした。

組合員協議会は22の地域で実施され、400超のコミューンおよびラスティングの代表者を集めました。
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Ｃ視覚化センター
ノーショーピング・コミューンは2009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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公社の目標は、公社の従業員が、公社は質や知識を重視す
る職場であり、個々人が仕事にあたりやる気を持って、自己
研鑽をし、楽しむことが出来ると感じること（およびそれを
手助けすること）です。人材を引き付け、開発することは、戦
略的に重要です。

公社は、金融市場で活動する一方で、スウェーデンの
地方自治体部門に深く根付いた会社であることに変り
ありません。公社の主要な任務の１つは、スウェーデン
のコミューン、地方自治体の関係会社およびランスティ
ングへの安定した費用効率の高い融資を通じて、スウ
ェーデンの福祉の発展に貢献することです。かかる社
会的利益を担う役割とともに、公社の事業が非営利目
的であることが、金融業界の他の多くの雇用主と公社
との違いです。

成長する職場
公社の事業の特質が高度に専門的であることは、公社
が優秀で意欲のある従業員を頼りにしていることを意
味します。公社の必要な専門的知識へのアクセスへの
ニーズは、厳格な要件に従います。公社の人材開発は、
良き「従業員間の協力アプローチ」に関する公社の見
解、ならびに各従業員が公社の目的に適う方法で自身
の能力開発および職業的役割に責任を持つという公
社の信念に基づいています。

効果的な現代のリーダーシップはその必須条件で
す。公社では、マネージャーの主要な職務は、従業員が
自身の役割および他の者の労働状態の双方について責
任を負うよう促すこととしています。内部協力およびネッ
トワーク参加の推進も重要です。

2009年以降、公社は、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

を実施しています。この目的は、マネージャーをその職
業的役割においてより明確かつ安全に成長させることで
す。プログラムの一環として、各マネージャーはそれぞれ
個人指導を受けます。

継続的な能力開発
公社の従業員の継続的な能力開発は、内部セミナーお
よび研修プログラムによる職場での学習が主ですが、
外部研修および出向も含みます。試行計画の一部とし
て、公社の従業員の１人は、外部企業にて半日勤務で
６ヵ月間働く機会を与えられました。出向は、従業員に
新しい知識および経験を習得させ、また公社における
彼らの仕事に利益となるネットワークの構築を可能と
します。出向の目的は、このような協力をさらに別の企
業との間にも構築することです。

良好な従業員間の協力、強い雇用主ブランド
公社の成功方式においては、スタッフの参画および彼
らの十分な努力が重要な要素です。公社が成長・発展
すると、従業員も成長・発展しなければなりません。ま
た、すべてのスペシャリストの技能が効果的に相互作
用できるようにすることが重要です。公社の目的の１つ
は、現在および将来の従業員の中で雇用主として強い
ブランドでいることであり、公社はこの問題に対して活
動的に取り組んでいます。

従業員調査の好結果
公社は、従業員が労働状況および雇用主としての公社
をどのように見ているのかを評価するため、年次従業
員調査を実施しています。すべての結果は従業員満足
度指標として表示されます。これらの調査は、公社の業
務計画の不可欠な一部です。

2010年度において、この調査の結果は良好であり続
け、従業員は公社に対し非常に献身的であり公社の一
員であることを誇りに思っているという結果を示しまし

参画および貢献度の増加

男女別構成、％

男性、
56%(前年53%)

 
女性、44%(前年47%)

年齢グループ別割合（男女合計）

51-60歳、
17%(前年16%)

41-50歳、
23%(前年24%)
 

 

-30歳、7%(前年14%)  

31-40歳、47%(前年42%) 

60歳-、6%(前年4%) 

人材と文化
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た。2010年度中、公社は、労働環境の改善および公社内
の様々な担当部署間の協力の促進を目的とした施設の
大規模な見直しを完了しました。これは物理的な労働環
境に対する従業員の満足度を大きく改善させる一因と
なりました。

現在公社にとって重要なのは、判断力および貢献度
を向上させる集団および個人間の広範な協力のための
仕組みを確立することです。

基本的価値の焦点
公社の優先すべき課題は、公社が何を代表しているの
か、公社の業務が目指すべき目標を、公社の内外双方
において明確にすることです。公社のすべての従業員
は、公社の基本的価値の発展およびおよそ40にわた
る公社の基本的価値約束（日々の努力によって形成さ
れ、公社の目標達成の手助けともなる具体的約束）の
精緻化に関係してきました。公社内の様々な機能のた
め、追加的な約束も作られました。
　公社の基本的価値および基本的価値約束は、現在、
非常によく作り上げられており、業務の計画および管
理の自然的部分をなしています。公社は、国際金融お
よび地方自治体の基本的な価値が収斂する環境で、
成長し好結果を残せる従業員の採用を確保するため、
採用においても公社の基本的価値を非常に重要視し
ています。

報酬理念
公社内の報酬理念は、事業の長期的プラス成長を生み
出す優秀な従業員の採用および維持を促進するもの
です。報酬は、市場調整を受けねばなりませんが、市場
に牽引されてはならず、職務の性質およびニーズを反
映すべきです。2010年度中に実施された同等の企業
における賃金レベルに関する調査によると、報酬レベ
ルはこの目的を満たしています。

職員構成
2010年度末現在、公社は53名（前年は49名）の従業
員を擁し、このうち23名（前年は23名）が女性、30名（
前年は26名）が男性でした。従業員全員の複合的能力
は、新しい資金調達マネージャーおよびリスク・分析担
当マネージャーの採用によって強化されました。

公社の従業員の大多数が、経済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。平均年齢は
42.0歳（前年は40.8歳）で、24歳（前年は23歳）から66歳

（前年は65歳）までの幅があります。当該年度中の病気
休暇率は0.8％（前年は1.0％）でした。

病気休暇率、％

0.8%  (前年1.0%) 全従業員平均：	 42.0歳（前年は40.8歳）

女性23名（前年は23名）：	 42.1歳（前年は40.8歳）

男性30名（前年は26名）：	 42.0歳（前年は40.7歳）

平均年齢

人材と文化
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ガバナンスおよび統制

近年の金融市場の傾向は、金融事業における優れたガバナンスおよび
管理の必要性が増していることを示しています。取締役会は正しい助言
を提供し、適切な指導を行うために、業務に関する知識および見識を持
つとともに社外の状況を的確に認識していなくてはなりません。

公社の持分保有者が意欲的で専心的であることが、優れたガバナン
スおよび管理を行うための強力な支えとなっています。スウェーデン地
方金融協同組合の理事会は、事業の監督を行い、持分保有者指令を通
じて協同組合が毎年定める指標の範囲内で事業が行われているか確
認しています。スウェーデン地方金融公社の取締役会は、これらの指令
によって権限を付与されており、実施されている事業について責任を負
っています。

深刻な動揺が市場に度々生じているにもかかわらず、2010年度を
通じて、公社の資本市場へのアクセスが妨げられることはありませんでし
た。こうした状況を背景に、スウェーデン地方金融公社の取締役会は、公
社の長期的目標の実現に戦略的取組みに集中することができました。こ
れらの取組みは、スウェーデン地方金融協同組合の組合員に対する劣後
ローンの発行を通じて公社の自己資本を10億クローネ増強することが
持分保有者によって３月に決定されたことにより推進されました。

公社は11月に、スウェーデン市場において継続的に債券を発行する
ために、戦略的な借入プログラムであるスウェーデン地方債券の発行を
開始しました。かかる債券に対する市場の評価は高く、かかる債券によ
り、スウェーデンの金融システムにおける公社の地位は向上しました。

自己資本の強化およびスウェーデン地方債券の導入はともに、組合
員、顧客および投資家から多くの質問が寄せられる事態を生み、これに
よって、公社と公社の利害関係者との間の対話における情報伝達が開
かれたものであり、透明性の高いものであることの重要性を公社は認識
しました。

リスク管理強化のために続けられてきた作業は、当該年度を通じて続
けられました。リスクに対する高い意識、充実したリスク管理機能および
有能な従業員の存在が、公社の突出したリスクの低さが今後も確実に維
持されることを保証しています。

公社の取締役会は、2010年度において公社が戦略面で多くの取組
みを実行できたことに満足しています。公社は、活発で安定性を備えた強
力なプレーヤーとして2011年度を迎えようとしており、公社のこのような
地位は、公社の持分保有者そして組合員の利益に貢献することでしょう。

スウェーデン地方金融公社
取締役会会長
エレン・ブラムネス・アルヴィドソン

優れたガバナンスおよびリスク管理の
ために継続して行われる重点的取組み
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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

スウェーデン地方金融公社は、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。現在機能している証券取引所に公社は上場されて
いないため、公社はスウェーデンのコーポレート・ガバナン
ス規範の拘束を受けていません。しかしながら、公社は、同
法の適用ある箇所の遵守を目指しています。
	 	 	 	スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関として
の重責を担う公営企業である公社にとって、優れたガバナ
ンスおよび管理は極めて重要です。

株主
スウェーデン地方金融公社は、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。

2010年12月31日現在、スウェーデン地方金融公社
の株式資本は288.5百万クローネ、2,884,550株でした。

株式資本は、スウェーデン地方金融協同組合への新
規組合員の加入に伴い変動します。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
の資本がスウェーデン地方金融公社に払い込まれ、公
社は協同組合に対して新株を発行します。2010年度に
おいて、金額にして18.8百万クローネの新株が発行され
ました。

年次総会
スウェーデン地方金融協同組合の年次総会は、公社の
最高意思決定機関です。総会およびそれに先立つ組合
委員協議会が通常、持分保有者が影響力を行使する
ための協議の場となっています。

スウェーデン地方金融公社の年次総会は、協同組合
の年次総会の直後に開催されます。

協同組合の2010年度年次総会決議
協同組合の2010年度年次総会は2010年３月25日（
木曜日）にストックホルムで開催されました。総会で
は、155のコミューンおよびランスティングが代表とし

ガバナンスおよび管理

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ウェブサイト（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

て出席し、これは組合員の約62％に相当しました。協
同組合の年次総会における各組合員の議決権は1票
です。総会で採択された決議には下記のものが含まれ
ます。
•	 	組合員による30年の劣後ローンの発行を通じて公
社の資本金を最高10億クローネ増加することおよ
び協同組合が永久劣後ローンの発行により調達し
た資金をスウェーデン地方金融公社が再貸付するこ
との承認

•	 スウェーデン地方金融公社の社長兼最高経営責任
者、業務執行副社長および執行役員グループのその
他のメンバーの報酬についてのガイドライン

•	 スウェーデン地方金融公社に対する持分保有者指
令の採択

•	 選任委員会の任命手続および活動
•	 理事であるクリスター・アケイ、カリーナ・ブランク、ア
ルフ・エグナーフォーシュ、マリー-ルイース・フォーシ
ュベリィ・フランソン、ロバルト・モルク、エレバル・ヨ
ンソン、マルガレータ・ヨンソン、エバ-マイ・カールソ
ン、ホーカン・ヘグラート、ラーシュ・オーケ・マグヌソ
ン、オイヤン・モスベリィ、アン-シャーロッテ・ステン
キル、ローランド・オーケソンおよびバート・オールン
ドの再選

•	 理事会議長であるアン-シャーロッテ・ステンキルの
再選

•	 エンゲルホルム・コミューン執行委員会議長である
オーサ・ヘルブストの理事への新規選任

スウェーデン地方金融公社の2010年度年次総会決議
スウェーデン地方金融公社の年次総会では、公社の損
益計算書および貸借対照表、取締役および社長兼最
高経営責任者の責任免除、今後12ヵ月間の取締役、会
長および副会長の任命、持分保有者指令の制定、選任
委員会における手続に関する規則の制定ならびに、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。2010年３
月25日開催の年次総会では、以下を含む様々な事項
が決定されました。
•	取締役および社長兼最高経営責任者の2009年度
における公社の経営に関する責任の免除

•	協同組合の年次総会決議に沿った資本金の増加、
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につい
ての承認

•	持分保有者指令の採択
•	取締役であるローレンツ・アンダーション、エレン・ブ
ラムネス・アルヴィドソン、アンナ・フォン・クノーリン
グ、カタリーナ・ラーゲルスタム、トミー・ペーションお
よびヨハン・トーングレンの再選
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出所：スウェーデン地方金融公社

•		SABO(スウェーデン公共住宅供給会社連合)社長で
あるクート・エリアソンおよびカールスタード・コミュ
ーン事務局長であるアンナ・サンドボリィの取締役へ
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、協同組合がスウェーデン地方金融公社の取締役会
に委託する業務の枠組を定めています。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、ならびに出張および代表者ならびに
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、スウェーデン地
方金融公社の定時年次総会でも採択されます。

組合員協議会
持分保有者の影響力を高め、公社を保有する団体で
あるスウェーデン地方金融協同組合の代表とスウェー
デン地方金融公社の代表との間の対話を活性化する
ため、公社は、より小規模な会合で検討事項を協議す
る年次組合員協議会を開催しています。組合員協議会
は、協同組合の年次総会決議事項の準備に重要な会
合として位置づけられています。2010年度中、組合員
協議会はスウェーデン全国の22ヵ所（前年：22ヵ所）で
開催され、組合員となっている200（前年：140）の地方
自治体当局から408名（前年：265名）の政治家および
政府職員が出席しました。

選任委員会
２つの選任委員会があり、それらはスウェーデン地方金
融協同組合の選任委員会ならびに協同組合が所有する
会社であるスウェーデン地方金融公社およびスウェーデ
ン地方金融不動産会社の選任委員会です。

選任委員会は、体系的で透明性の高い手続によって
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。

スウェーデン地方金融協同組合の選任委員会は、協
同組合の理事会により提出された提案に基づいて協同
組合の年次総会で選任されます。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。 

スウェーデン地方金融協同組合の
選任委員会
アネット・オーケソン コミューン執行委員会議長、ボースタ	
	 ード・コミューン 

ケネット・カールソン コミューン執行委員長、フェリェラン	
	 ダ・コミューン 

アンダーシュ・セーデル 影のコミューン執行委員長、
	 リンデスベリィ・コミューン 

アンダーシュ・ベリィロブ コミューン執行委員会議長、フレーン・	
	 コミューン 

ニクラス・ショーベリィ コミューン執行委員会議長、スクルー	
	 プ・コミューン 

シャーシュティン・ コミューン執行委員会第二副議長、 
ショーストレーム ノードマーリング・コミューン
エリサベート・ラッセン コミューン執行委員長、ソレフテオー・	
	 コミューン 

協同組合が所有する会社の選任委員会
アン-シャーロッテ・ スウェーデン地方金融協同組合理事 
ステンキル 会議長、コミューン執行委員会委員、 
 バールベリィ・コミューン
アルフ・エグナーフォーシュ スウェーデン地方金融協同組合理事 
 会副議長、コミューン議会議長、 
 エスキルスツーナ・コミューン
クリスター・アケイ コミューン執行委員会議長、シムリ 
 ースハムン・コミューン
エバ-マイ・カールソン コミューン執行委員会議長、ビンデ 
 ルン・コミューン
マルガレータ・ヨンソン コミューン執行委員会第一副議長、 
 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。

取締役会の活動
取締役会の活動の一部は、親団体（スウェーデン地方
金融協同組合）の理事会によって運営され、一部は信
用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の取締
役会によって運営されています。主な原則として、協同
組合の理事会が組合員の資格についての問題を取り
扱い、公社の取締役会が金融事業に関する問題を取り
扱います。つまり、新規組合員、組合員の退会、除籍お
よび保証等に関する問題は、協同組合の理事会によっ

ガバナンスおよび統制
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て処理されます。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は信用専門会社の取締
役会によって処理されます。

しかしながら、いくつかの問題は協同組合の理事会
および信用専門会社の取締役会の両者に関わるもので
あることから、この２つの理事会と取締役会の関係は密
接です。また一方、持分保有者を代表する協同組合の理
事会は、信用専門会社の取締役会に対して決定権を持
ちません。協同組合による信用専門会社の取締役会に
対する統制権は、協同組合の年次総会における決議ま
たは協同組合の年次総会で承認された持分保有者指令
によってのみ行使されます。

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

取締役会により作成された社長兼最高経営責任者
に対する指示および報告指示には、たとえば、取締役会
のガイドラインに従い社長兼最高経営責任者が公社の
継続事業に責任を負い、予定業務計画、予算および年
次／中間計算書類の作成に責任を負う旨が規定されて
います。

取締役会は、公共サービス、資本市場および事業拡
大などの分野において広範な技能を有する８名の取締
役で構成されています。2010年度において、取締役会
は、取締役会を11回開催しました（前年：15回）。議題お

ガバナンスおよび統制

スウェーデン地方金融公社の監査人
スウェーデン地方金融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。

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
ドが包括的な責任を持つ承認された会計監
査人です。ペーター・ストランドは2007年以
降、公社についての監査を行っています。

一般監査人
一般監査人は、外部監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて、法
定監査以外の監査措置を請求することができます。また一般監査人
は、選任委員会としての機能も果たし、監査人の推薦および監査人
の報酬についての提案を提出します。

2010年３月25日のスウェーデン地方金融協同組合の年次総会では、
以下の一般監査人が任命されました。
アニタ・ボーマン 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・ セーダーシェーピング・コミューン執行委員会  
シャーンストレム の前議長

ペーター・スランド

公認会計士、アーンスト・アンド・ヤングAB

よび決議は以下を含みました。
・	リスク管理プロセスの検証
・	将来利益の管理
・	持分保有者の責任の明確化
・	社名変更
・	スウェーデン債券プログラムの採用
取締役
スウェーデン地方金融協同組合の理事については、ス
ウェーデン地方金融公社のホームページ（www.kom-
muninvest.se）よりダウンロード可能な、協同組合の年
次報告書に掲載されています。

2010年、スウェーデン地方金融公社の取締役は、ト
ミー・ペーション（2010年６月１日まで）、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、シャー
シュティン・リュディング（2010年３月25日まで）、アンナ・
フォン・クノーリング、インゲマル・アルセルード（2010
年３月25日まで）、カタリーナ・ラーゲルスタム、ヨハン・
トーングレン、アンナ・サンドボリィ（2010年３月25日か
ら）およびクート・エリアソン（2010年３月25日から）で
す。取締役は次ページに紹介されています。

トミー・ペーションは2008年より取締役会会長を務
めましたが、６月初めに本人の希望により辞任しました。
副会長であったエレン・ブラムネス・アルヴィドソンが彼
の後を引継ぎ、追って通知があるまで会長を務めること
になりました。

スウェーデン地方金融公社の選任委員会は2011
年の公社の年次総会において、エレン・ブラムネス・ア
ルヴィドソン、ローレンツ・アンダーション、アンナ・フォ
ン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタム、ヨハン・ト
ーングレン、アンナ・サンドボリィ、およびクート・エリア
ソンを再任し、ビヨルン・ボルジュソンを会長に選任す
ることを提案しています。ビヨルン・ボルジュソンは以前
Handelsbankenに勤務しており、最近では業務執行副社
長として金融部門および金融機関との交渉、ならびに国
際的なコーポレート・ガバナンスに従事しました。
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スウェーデン地方金融公社取締役会

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、会計主任。 
就任：2010年より取締役会会長、2006
年より取締役会副会長、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。FAF。
職務遍歴：財務省次官および一等書
記官。 
その他の職務：Minpension i Sverige AB (ス
ウェーデンでの私の高齢年金)会長。 

ローレンツ・アンダーション
就任：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：ベステルボッテン県知事。
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社長。
その他の職務：貯蓄銀行協会ノルラン
ド、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、
ノルボスニア鉄道AB、その他において
会長。貯蓄銀行協会運営会社、スウェー
デン社会民主労働党評議会、スウェーデ
ン・コミューン連合において理事。

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。
就任：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。
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。
その他の職務：AlpcotAgro、Elektronikg
ruppen、Franska Skolan、Landshypotek
において取締役。 

ヨハン・トーングレン
SASグループ上席副社長兼最高財務責
任者。
就任：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：Svensk Exportkredit ABファ
イナンス・ディレクター。
その他の職務：SPP Fonder、SPP 
Livförsäkring、airl ine Blue1にお
いて取締役。

アンナ・フォン・クノーリング、
ヘルシンキ 
就任：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。 
その他の職務：北欧資本市場評議会
理事。ハンセルAB取締役。フィンラ
ンド政府中央調達部門。貯蓄銀行協
会委員団（ヘルシンキ）理事。 

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）社長
就任：2010年より取締役。
学歴：ストックホルム商科大学不動
産調査、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。
その他の職務：チャルマース工科大
学財団法人理事長。持続可能都市委
員団メンバー。

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。
就任：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
ーン事務局長兼研究秘書官、コミュ
ーン執行委員会。
その他の職務：Vänerhamn AB副会
長。スウェーデン・コミューン事務
局長協会会長。

ガバナンスおよび統制
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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
   

  取締役会	 報酬	 報酬
氏名	 地位の独立性	 出席	 2010年度	 2009年度

現行取締役
エレン・ブラムネス・アルヴィドソン  独立 11 (11) 283,000 142,000
ローレンツ・アンダーション  独立 11 (11) 126,000 102,000
クート・エリアソン 独立 8 (9) 94,000  – 
アンナ・フォン・クノーリング 独立 8 (11) 90,000 94,000
カタリーナ・ラーゲルスタム  独立 11 (11) 110,000 78,000
ヨハン・トーングレン  独立 7 (11) 94,000 70,000
アンナ・サンドボリィ 独立 9 (9) 102,000  – 

2010年３月に退任した取締役   
シャーシュティン・リュディング 独立 2 (2) 55,000 110,000
インゲマル・アルセルード 独立 0 (2) 31,000 62,000

2010年６月に退任した取締役     
トミー・ペーション 独立 5 (5) 200,000 400,000
     

スウェーデン地方金融公社の内部統治、リスク管理、コ
ンプライアンスおよび内部監査
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、社長兼最高経営
責任者に委譲されており、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ならびに内部統治および内部
統制ならびにその分野において方針とその他のガイド
ラインに忠実に実行することが含まれます。社長兼最高
経営責任者は、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。プロセスは、統
制環境から始まり、これはプロセスのその他の４つの要
素であるリスク評価、統制活動、情報および通信ならび
にフォローアップに対する規律と構造を定めています。
プロセスは、財務報告と内部監査の原則に忠実であるこ
とを守るように、および財務報告書が、法律、適用ある会
計基準とその他の要件に従って準備されることを確実に
するように企図されています。

業務管理者は、内部統治および内部統制が取締役会
および社長兼最高経営責任者の意図に従って実行され
ることを確実にすることにつき責任を負っています。この
責任は、適切な業務の指示および手続が存在することな
らびにこれらの手続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、経営の不可欠の一部です。

内部統治および内部統制に対する責任は取締役お
よび経営陣だけに限定されません。組織内の全員が、情

報を作り出すことによってまたはたとえば様々な作業の
流れの中で調査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。全従業員は
また、関係のある場合に上記のガイドラインの違反、違
法行為または業務内のその他の問題を所属長またはそ
の報告を扱う責任のある他の執行役員に報告する全面
的な責任を負っています。

内部統制のプロセスを超えて、公社は事業運営から
独立してリスク管理、コンプライアンスおよび内部監査と
いう３つの管理プロセスを有しています。

リスク管理
公社のリスク管理担当は、グループ全体のリスク管理
を行い、グループが被るリスク、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詳細については、40
ページに記載されています。その担当は、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、取締役
会の承認のもと社長兼最高経営責任者によって選任さ
れ、管理部長に報告をします。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、業務のサポート担当と
しても役割を果たしている一方で事業運営からは完全
に独立しています。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、グループ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



スウェーデン地方金融公社 • 2010年度

32

スウェーデン地方金融協同組合の分析・財務委員会
協同組合の理事会が、分析・財務委員会を任命します。
同委員会は、組合員である地方自治体の財政状態およ
び地方自治体部門全体の動向を監視することに責任
を負います。また同委員会には、協同組合の理事会の
命令により協同組合への新規参加の申請を準備すると
いった任務もあります。協同組合の他の委員会とは異
なり、地方自治体関係者で構成されています。任務には
広範な経済についての専門知識が必要とされることが
その理由です。

同委員会の説明としては更に、国の様々な部分を代
表すること、様々なタイプの地方自治体についての経験
があり、かつ公営企業の形態での業務についての知識
があることが挙げられます。

スウェーデン地方金融協同組合の分析・財務委員会：
ダーヴィッド・ 議長、
ニィベリィ Skellefteå Stadshus AB 社長 
ニルス・エリック・ ランスティング・ベストマン 
グスタフソン ランド経理局長
インガリル・ スタッファンストープ・
ヘルベリィ コミューン事務局長
ビクトリア・ガルベ AB Landskronahem 財務部長
グニラ・ヨーセフソン ステヌングスンド・
 コミューン経理局長
ヨハン・サンドルンド トローサ・コミューン事務局長
トミー・マルム エスキルスツーナ・
 コミューン経理局長
ベーント・グラム Luleå Stadshus AB 社長
マリア・ヨハンソン ウップランズブロー・
 コミューン経理局長

委員会および作業部会

ガバナンスおよび統制

督当局との連絡を含みます。
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
兼最高経営責任者を支援することならびにそれらの問
題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、社長兼最
高経営責任者によって選任され継続的に社長兼最高経
営責任者および執行役員グループに報告し、取締役会
にコンプライアンス問題について情報提供します。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
兼最高経営責任者は年間コンプライアンス計画を設定
します。

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。公社内のリスク管理、ガバナンスお
よび統治プロセスを評価し、業務が取締役会および社
長兼最高経営責任者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、社長兼最高経営責任者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。

報酬
公社の年次総会で設定された取締役報酬額の枠内
で、取締役会会長であるエレン・ブラムネス・アルヴィ
ドソンは、2010年１月１日から2010年12月31日の
期間に283,000クローネ受け取りました。前取締役会
会長であるトミー・ペーションは、2010年１月１日から
2010年６月１日の期間に200,000クローネの報酬を
受け取りました。取締役会のその他の役員に対する報
酬は、31ページ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、2010年度は1,185,000クローネに上りました。
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執行役員グループ

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：スウェーデン地方金融公社、副
社長兼財務担当取締役。SBAB財務担当。
その他。
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：スウェーデン地方金融公社、財
務グループ部長および社内法律顧問。モラ
市裁判所、書記官。その他。
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。スウェーデン地方
金融公社財務部長。Unibankスワップ・債
券担当シニアトレーダー。その他。
誕生年：1971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：スウェーデン地方金融公社財務
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。
誕生年：1973年

報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員

     変動的    
   その他の パフォーマンス   
氏名 年度 基本給 給付 報酬 年金費用 合計 

トーマス・ヴェーングレン 2009年 2,398,159 73,401 0 885,000 3,356,560 
 2010年 2,595,561 82,371 0 598,000 3,275,932

マリア・ビームネ 2009年 1,325,361 357 0 276,000 1,601,718
 2010年 1,426,689 63 0 335,442 1,762,194

執行役員グループ 2009年 2,208,921 252 0 409,460 2,618,633
 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
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。かかる指示では、金融会社の
監督・管理に関するスウェーデン金融監督局の一般勧
告、さらには社長の職務および責任に関するスウェー
デン金融監督局の見解が考慮されています。

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。

執行役員グループ	
トーマス・ヴェーングレン、社長兼最高経営責任者。マ
リア・ビームネ、業務執行副社長。ヨハンナ・ラーション、
管理部長。アンダーシュ・ゴンゲ、資金調達・財務部長。
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コーポレート・ガバナンス(企業統治）
報告書についての監査人の意見
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号：556281-4409)

取締役会　御中

取締役会はコーポレート・ガバナンス報告書に責任を
負うものとし、それが金融機関および証券会社の年次
会計に関する法律(ÅRKL)に従って作成されたことを保
証し、責任を持つものとします。

コーポレート・ガバナンス報告書が年次計算書類
に従って作成され、かつ年次計算書類に一致するか否
かに対する我々の意見の根拠として、我々は2010年度
コーポレート・ガバナンス報告書（27-33ページ）を通
読し、公社に関する我々の知識を元にして法定の内容
を評価しました。

我々はコーポレート・ガバナンス報告書が年次計
算書類に従って作成され、本報告書における法
定開示が年次計算書類に一致すると認めます。	

2011年３月１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

2011年３月１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

 

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会会長



ハーグフォーシュ浄水場
ハーグフォーシュ・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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取締役会報告

取締役会報告

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。

公社の目的は、協同組合の組合員の資金調達のた
めに長期的な好条件を提供することです。かかる目的
は、競争力のある貸付け、債務管理および効率的な財
務管理に寄与するその他のサービスの利用の提供に
よって達成されます。

公社は、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を保有する関係会社に
のみサービスを提供します。

スウェーデン地方金融協同組合の全組合員は、信
用専門会社であるスウェーデン地方金融公社が締結し
た債務を連帯保証の形で明確に保証しています。かか
る方法は、全組合員およびその財源によって公社の業
務が最終的に保証されていることを意味します。

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。

公社は、地方自治体部門の資金調達の一般条件に
関連する課題に関して、当該部門の特別利益組織でも
あります。

公社は、信用専門会社であり、スウェーデン金融監
督局により規制されています。

コーポレート・ガバナンス報告書は年次報告書とは
別個の書類として作成されています。

市場
　2010年度は、世界経済が徐々に安定、回復したこ
とで特徴付けられました。しかしながら、2010年度に
おいて、国際資本市場は、主として欧州のいくつかの
国の脆弱な財政に起因する繰り返し現れる不確実性
の影響を受けていました。当該国は、借入れに係る利
息の大幅な増加による不利益を受けました。当該国
においては、市場の懸念を抑えるため、大規模な財政
措置がとられました。さらに、欧州連合(EU)は、加盟国
を支援できるように安定化基金を設けることを決定
しました。世界の主要中央銀行は、金融安定化を維持
し、市場の信用増加に寄与するために各国の市場へ
の介入を継続しました。バーゼル委員会による新しい
金融規制に関する提案では、金融機関の資本および
流動性の両面でさらに厳しい要請が示されました。
　スウェーデン経済は当該年度中は急速な成長を享
受し、銀行システムは主にバルト諸国市場への与信

供与に関連し、貸倒損失の水準が低下するにつれて
収益性が上昇しました。スウェーデン中央銀行は、レ
ポ金利を４回にわたり、年初時点の0.25％から年末
時点の1.25％まで引き上げました。

公社の信用度の高さおよび地方自治体の資金調
達窓口機関としての役割が、安定した安全な借り手と
しての立場に寄与し続けており、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。2010年度中、
協同組合は12の新組合員を受け入れ、当該年度末現
在、公社は260（2009年度末現在：248）の協同組合
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253（2009年度末現在：241）がコミューンであり、７

（2009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、275.7百万クロー
ネ（2009年度：335.0百万クローネ）に上りました。
一方営業利益には未実現の市場価値変動-86.5百
万クローネ（2009年度：-9.4百万クローネ）も含まれ
ています。処分・税引後利益は、140.6百万クローネ

（2009年度：170.6百万クローネ）に上りました。
純利息収益は、432.1百万クローネ（2009年

度：382.1百万クローネ）に増加しました。かかる改善
は、貸付額の増加および利ざやの改善を伴った当該
年度中の力強い成長に起因しています。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102.5百万クローネ（2009年度：97.0百万クローネ）
寄与しました。

損益計算書に認識された未実現の市場価値変動
は-86.5百万クローネ（2009年度：-9.4百万クローネ）
に上り、「金融取引純利益」において計上されています。
当該年度についての市場価値変動は、公社の既発債
券についての信用度の増加および貸付けの利ざやの
増加に起因するものです。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
現しない価値の変動です。未実現の市場価値変動のう
ち、1.9百万クローネは売買目的保有として分類される
資産から生じました。

費用は169.4百万クローネ（2009年度：134.4百万
クローネ）に上りました。かかる費用の増加は、主に安
定化政策費用に加えて人件費、IT関係費用、コンサル
タント費用の増加に起因するものでした。

業務利益（未実現の市場価値変動の影響を除いた
営業利益）は362.2百万クローネ（2009年度：344.4百
万クローネ）に上りました。
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財政状態
総資産は貸付額の増加、借入額の増加およびスウェ
ーデン地方金融協同組合により貸し付けられた劣後
ローンの結果、1,902億クローネ（2009年度：1,831
億クローネ）に増加しました。

貸付け
2010年度末現在、貸付金は1,337億クローネ（2009
年度：1,236億クローネ）に上りました。名目ベース（実
際に貸付けられた額）では、貸付金は前年度比で９％
増加して1,329億クローネ（2009年度：1,219億クロ
ーネ）でした。かかる貸付けの増加は、当該年度にお
ける、公社の組合員の高い需要による貸付けの力強
い成長に起因するものです。

投資
2010年度末現在、公社による投資額は433億クロー
ネ（2009年度：484億クローネ）でした。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。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または組合員であ
る地方自治体との間でのみ実行することができます。

公社では、欧州のソブリン債務危機の渦中にある
国へのエクスポージャーは小さいです。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(Instituto 
de Crédito Oficial)への投資に対してのみエクスポー
ジャーを有していますが、投資資金に占める割合は２
％です。

借入れ
2010年度末現在、借入金は1,773億クローネ（2009
年度：1,720億クローネ）でした。公社の借入れの大部
分は債券（年限１年以上のもの）および証書（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も少ないながら一部を占めてい
ます。公社は主に、借入期間を１日から30年に設定し
ており、固定金利および変動金利の金融商品を扱っ
ています。

デリバティブ
正の市場価値および負の市場価値をもつデリバティ
ブはそれぞれ130億クローネ（2009年度：111億ク
ローネ）および108億クローネ（2009年度：99億クロ
ーネ）でした。デリバティブ契約は、借入れおよび貸付
け／投資の契約満期がマッチしない場合に生じる市
場リスクを低減するためにリスク管理手段として用い
られるものです。

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

資本
2010年度末現在、資本は782.8百万クローネ（2009
年度：690.2百万クローネ）でした。当期利益に加え、
資本は、売却可能資産として分類される金融資産なら
びに貸付金および債権として再分類される投資の市
場価値変動によっても影響を受けました。これらにつ
いては未実現の市場価値変動が「その他包括利益」
に直接計上されるためです。

株式資本
2010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18.8百万クロー
ネ（2009年度：32.9百万クローネ）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288.4百万クロ
ーネ（2009年度：269.6百万クローネ）、2,884,550株

（2009年度：2,696,200株）になりました。

会計原則の変更
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、公社は一定の評価・会計原則を
変更しました。公社の推移および財務状態を比較する
ために、比較年度については再計算がなされていま
す。金融取引純利益には141.3百万クローネ増額の
調整が、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、また当期利益には104.1百万ク
ローネ増額の調整がそれぞれなされました。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。詳細については注記２を
ご参照下さい。

貸倒損失
貸倒損失はありませんでした（2009年度：なし）。

キャピタル・カバレッジ
キャピタル・カバレッジ 比 率は、1 0 . 0 9（2 0 0 9 年
度：3.55）に上りました。

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24をご参照下さい。
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５年間の要約
72ページをご参照下さい。

格付け
2002年４月以降、公社はムーディーズから最上位
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。

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。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。

2010年度中に起こった非常に重要な出来事
公社は、自己資本を、スウェーデン地方金融協同組合
からの劣後ローンによって、10億クローネ増強する手
続をとりました。かかる資本強化の目的は、公社が引
き続き協同組合の組合員のために最善の長期資金
調達条件を創出すること、公社が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有利な条件で
資金調達の選択肢を提供できるようにすること、公社
が最上位の信用格付を維持して国際資本市場で持続
的に費用効率の良い借入れを確保すること、公社が
例外的な金融事象に対してさらに十分に備えることに
あります。資本強化は、公社が被った損失を受けて行
われるものではなく、むしろ公社がその他の金融機関
と同様に例外的な金融事象に対しての高度の備えを
有し、損失を吸収する能力が高いことを示すことがで
きなければならないために行われるものです。したが
って、資本強化は、公社が損失を被ったことにより必
要とされたものではありません。

公社は、スウェーデン中央銀行の金融政策カウン
ターパーティとして承認されました。公社は、2009年
９月に制限付金融政策カウンターパーティとして、また
2010年１月には金融政策カウンターパーティとして承
認されました。

公社は、スウェーデン中央銀行の資金決済システ
ム(RIX)への参加が承認されました。公社は2010年１
月に当該システムの参加機関として承認されました。

公社は、スウェーデンの地方債券の継続的な発行の
ためにスウェーデンのベンチマーク・プログラムを設
定しています。当該債券プログラムにつき、発行額
1,000億クローネを超える公社の最も大口の資金調
達プログラムとなることが目標です。

リスクおよび不確実性
業務において、公社はその利益、財政状態、将来の見
込みまたは目標を達成する機会に悪影響を与える可
能性のある多くのリスクおよび不確実性に直面してい
ます。

資本市場の一般的な動向は、金利の推移および流
動性の状況を含めて、様々な市場で投資する意欲とと
もに、競争状況および公社の競争的優位性の発展の仕
方に影響を与える可能性があります。公社が有能な従
業員を採用および保持することができなかった場合に
は、公社の競争力および発展の機会が制限される可能
性があります。公社の所在地に鑑み、有能な専門家を
得られるか否かもリスクになります。

通常業務の範囲内で、公社は、現在係争中の２件
の争議の当事者です。２件とも、同一の債券発行に関
する争議です。公社は、かかる争議が公社または公社
の財政状態にはマイナスの影響をもたらさないであろ
うと考えています。

リスクおよび担保要因についての詳細は、リスク管
理の項をご参照下さい。

従業員および環境
2010年度中に従業員数は４名増え、当該年度末現
在では合計53名（2009年度：49名）でした。経営陣に
対する報酬および給付の原則ならびにプロセスにつ
いては、注記７をご参照下さい。

公社は、スウェーデン環境法に基づく許可を必要と
する業務は何ら行っていません。公社は、2009年度に
環境に関するポリシーを準備し、取締役会がこれを採
択しました。

2011年度の見通し
公社の事業コンセプトに対する関心が高まってお
り、2011年度には協同組合に複数の新規組合員が
加入してくることが見込まれます。それに伴い、組合
員数の増加と貸付額の増加に歴史的に相関関係があ
ることから、貸付額の増加が期待されています。現在
の市場状況の中で、公社には競争力のあるローン商
品を提供する可能性が十分あると見られています。



ヨンショーピング・エネルギーAB
ヨンショー ピング・コミューン は
2008年からスウェーデン地方金融
協同組合の組合員です。
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1＝法的要件

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。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、
デリバティブを除く総資産の25％以上の流動性準備金を
維持しており、公共部門機関として、スウェーデンの地方自
治法第２章第７条に規定されるとおり、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のリスク・ウェー
トはゼロです。

•	 公社の持分保有者は、公社の顧客でもあり、公社
のすべての債務を保証する連帯保証者でもありま
す。

•	 公社は、利益を最大化するために機能するわけで
はなく、営利を追求することなく運営されていま
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。

リスク管理

•	 公社は、良好な資本状況にあります。2010年度末
現在、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、10.09でした。

リスク管理のための組織および責任
公社の規則および手続きは、体系的かつ確実なリス
ク管理を確保するよう設定されています。

取締役会は、リスク・エクスポージャーおよびリスク
管理に包括的な責任を負い、金融業務についての公社
の包括的なリスク方針および指示を決定します。取締
役会は、運用上のリスク、キャピタル・カバレッジや流動
性準備金の良好な内部統制および管理についての包
括的な目標と責務を定め、信用に関するカウンターパ
ーティ・リスクおよび市場リスクについての公社のエク
スポージャーの方向や限度について決定します。

公社内の管理担当、すなわち資金調達・財務部門
および貸付け・アドバイザリー・サービス部門は、設定
された限度内にリスクを抑えることに責任を負います。
フォローアップはリスク・分析部門内で行われ、社長兼
最高経営責任者は包括的なフォローアップに責任を負
います。公社のコントローラーは、内部自己資本評価に
従って対処すべき所要自己資本の範囲を審査するた
めに、公社における業務上のリスクを監視します。コン
トローラーは、公社の総合的なリスクに包括的かつ共
同で責任を負い、社長兼最高経営責任者および取締
役会に対して報告を行います。

公社のリスク・分析担当は、公社がカウンターパー
ティと締結する業務上の契約において生じる金融リス
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ます。

当該管理担当は、社長兼最高経営責任者に対して
は毎日、取締役会に対しては毎月、報告を行います。

信用審査グループは、新規のカウンターパーティお
よび新規の金融商品について、社長兼最高経営責任
者がこれを決定する前の審査を補助します。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。

さらに公社は、公社がどのように内部指示、プロセ
ス記述および文書管理を扱っているか、また内部指示、
プロセス記述および文書管理がスウェーデン金融監督
局による現行の要件に従っているかを継続的に監視す
ることを責務とする内部監査人を置いています。
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。

取締役会報告
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組合員レベル 

貸付け・アドバイザリー・サービス部門

リスク・分析グループ

信用審査グループ／社長兼最高経営責任者

公社の取締役会

基準

組合員は公社および協同組合に対するその約定を
履行することができますか？

決定

フォローアップを行う地方自治体部門

貸付け・アドバイザリー・サービス部門

チーフ・エコノミスト

分析・財務委員会

協同組合の理事会

参加組合員としての承認前                                                フォローアップ

参加組合員の資格を提供する決定および組合員の
貸付限度額の決定は、協同組合の理事会により行
われます。

リスク管理－貸付け

信用の集中－貸付け別構成

上位10の借り手、25％

その他、75％

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

2010年12月31日の公社の信用リスク・エクスポー
ジャーの75％（前年は71％）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、24
％（前年は27％）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％（前年は２％）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。信用
リスク・エクスポージャー総額の詳細は注記３に示さ
れています。

貸付けに伴うリスク
公社の商品およびサービスは、地方自治体による保
証がある場合にのみ利用可能です。すべての組合員
は公社の債務に対する連帯保証の当事者であり、公

社の債務はその組合員により常に保証されています。
コミューンまたはランスティング以外の借り手（たと

えば、会社、財団法人または行政主体間）に対する融資
については、スウェーデン地方金融協同組合の組合員
は、借り手の公社に対するすべての債務を保証する保
証状に署名することが要求されます。

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・カバレッジの観点からの地方自治体部門
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。また、公社は、組合員による
連帯保証および組合員ではない借り手のために組合
員が署名した保証を付与されています。

公社は、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を行い、組合員
としての期間中も継続的にこれを行います。

信用リスク・エクスポージャー

デリバティブ、1%

流動性準備金、24％

貸付け、75％

取締役会報告
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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（下記「市場リスク」の項により詳
しく記載されています。）。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。

2010年度末現在、流動性準備金は、主に最上位の信
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ました（以下の図をご参
照下さい。）。投資のうち、88％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(Instituto de Crédito Oficial)に対する投資で、
総投資資本の２％に相当します。

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信用補完契約(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、
信用補完契約も必要とされます。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。信用補完契
約は、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。

流動性準備金の投資先発行体別内訳

     国、20%

政府関係、
54%

銀行(欧州)、6%

銀行(北欧
地域)、           2 0%

流動性準備金の投資先信用格付別内訳

A 14%

AA 37%

AAA 47%

組合員であるコミューンおよび
ランスティング 2%

流動性準備金の投資先国別内訳

スウェーデン、
45%  デンマーク、 

10%

　　　 10%

ドイツ、23%

フランス、3%
 オーストラリア、3%

スペイン、 2%
     オランダ、0,5%

ノルウェー、0,5%
ベルギー、 2% 国際機関、 1%

フィンランド、

取締役会報告
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デリバティブ契約の変動のカウンターパーティ別内訳

銀行(豪州) 4％

銀行(北米) 28％  

銀行(欧州) 46% 

デリバティブ・
プロダクト・
カンパニー  22％

取締役会報告

継続的な分析および見直し
公社の借り手および金融取引のカウンターパーティ
の動向を継続的に分析し監視することは、カウンター
パーティ信用リスクを最小限に抑制するための活動
の重要な要素です。貸付業務のために、コミューンお
よびランスティングはそれぞれ、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、所定のモデ
ルに準じて審査されます。リサーチのプロセスの一環
として、取締役会は毎年、組合員ごとに貸付限度を設
定しています。貸付限度は一般的なもので、各組合員
の連結借入れをベースとしています。個々の組合員
の貸付限度については、個別の審査を受けるため、そ
れぞれ異なってくる可能性があります。貸付限度の引
上げは通常、含み剰余価値を持つ資産（たとえばエネ
ルギー資産や不動産）を保有する借り手であることが
要因になります。貸付限度の引下げは、組合員が限度
と判断された債務の増加に対処する機会により判断
されます。

カウンターパーティは、財務力に従って評価され、
類似する取引者と比較されます。このリサーチは、市場
の状況が変化した場合における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・分析部門からの月次のリスク報告に
加えて、信用審査ブループは、カウンターパーティすべ
ての動向について、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
2010年、多くの国々が支払を取り消すおそれのある
リスクが増加しました。2009年初め、公社は、多くの
国々の信用格付の見通しの悪化の観点から１つの分
析を導入しました。これにより、より安定した財務力の
ある国々に対して投下資本が集中しました。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）

の締結を確保することを目指しています。かかる作業
が2010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イスポ
ージャーは、かかる契約でカバーされます。

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。受渡リスクは、信用リスクとカウンタ
ーパーティ・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。

デリバティブに対して受領する担保
デリバティブの価値の変動により生じるリスク負担を
抑制するため、公社は、信用補完契約(CSA)をデリバ
ティブのカウンターパーティと締結します。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、また提供する義務を負います。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。公社は、キャピタル・カバレッ
ジの観点からのリスク・ウェートがゼロである国債に
限る形で担保を受け入れています。担保の取決めは、
カウンターパーティ信用リスクを軽減することにその
目的があります。

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50％（前年は48％）が、認めら
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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。残
りの契約については、公社は通貨および金利の基本的
なデリバティブだけを締結しており、かかる契約はすべ
て短いデュレーションのものです。2010年12月31日
現在、公社が保有するカウンターパーティからの担保
は、39億クローネに相当します。この担保は、ドイツ、フ
ランスおよび英国の各国家により発行された有価証券
によって構成されています。

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

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総資産の25％以上とする
こと、および予想貸付提供の50％以上とすることを
決定しました。流動性準備金の大部分は、スウェーデ
ン中央銀行とのレポ取引に利用可能でなければなり
ません。

2010年度中、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の双方
で資本市場を利用しました。11月、公社は、スウェー

デン市場で新しい債券プログラムに基づき初めて地
方債券を発行しました。当該プログラムを通じて、公
社は、投資家層の拡大等により、流動性をさらに向上
させることが可能になると期待しています。

以下の図は、公社の貸借対照表における流動資
産および非流動資産を示しています。公社の構造的
流動性は好ましい状況にあり、これによって大部分の
流動資産（基本流動性準備金）（スウェーデン中央銀
行で担保として差し入れ可能なもの）は大部分の流
動負債（早期償還の対象となる場合がある借入金）
を上回っています。

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。（詳細は、46ページに記載され
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に表示されています。
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。

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

0

20

40

60

80

100

120

単位：十億クローネ
180

160

140

公社の貸借対照表の構造 2010年度

資産   

基本流動性準備金 

二次的流動性準備金

利回りポートフォリオ

貸付け、短期

貸付け、長期   

負債

取消可能な借入れ

借入れ、短期

借入れ、長期

資本

A

B

A

B

公社の流動性準備金には大部分の資産
が含まれます。これらはスウェーデン
中央銀行に担保として差し入れが可能
であり、これにより速やかに現金に転
換可能なものです。2010年度末現在、
担保として差し入れ可能な資産の額は
取消可能な借入れ取引の額の２倍を上
回りました。

2010年度末現在、公社の長期借入は、長
期貸付を290億クローネ上回りました。

取締役会報告
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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（たとえば、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。2010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8.3百万クローネ（前年
度：7.4百万クローネ）でした。

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0.9百
万クローネ（前年度：0.2百万クローネ）生じます。

デリバティブを用いることで取り除かれる価格リスク
借入業務の一環として、公社は仕組債を発行し、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デリバティ
ブ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。

公社の流動性準備金
流動性準備金には、厳格な投資規則に従い、総資産の25％以上と
すること、および予想貸付提供の50％以上とすることが含まれま
す。流動性準備金は、３つの異なるポートフォリオで構成されます。

基本流動性準備金
総資産の４％以上、および予想貸付提供の50％以上。投資の100
％がスウェーデン中央銀行に担保として差し入れ可能なものです。

二次的流動性準備金
投資の50％以上がスウェーデン中央銀行に担保として差し入れ可
能なものです。

利回りポートフォリオ
総資産の10％を上回らず、予想貸付提供の50％以上。投資の25％以
上がスウェーデン中央銀行に担保として差し入れ可能なものです。

取締役会報告

流動性準備金の構成、2010年12月31日現在

基本流動性準備金 17％

二次的流動性準備金 43％

利回りポート
フォリオ 40％ 



スウェーデン地方金融公社 • 2010年度年次報告書

46

公社および新しい資金調達規制、バーゼルⅢ

2010年、27カ国の中央銀行総裁および金融当局の
責任者は、銀行システムについての新しい国際的規
制の内容につき新たに厳しい提案（バーゼルⅢ）を
行いました。バーゼル委員会によるかかる提案は、
現在、EU指令および各国の規制に形を変え、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施行される予定です。
　新しいバーゼルⅢ規則は、今後のより安定した金
融システムのためのグローバルな基盤を持ちます。
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。
　バーゼルⅢによると、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7.0％がコア資本です。リスク調整後の資産
に関連する自己資本要件の範囲が割当てにより決
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。
　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。2010年度末現在、キャピタル・カバレッジ比率
は80.7％（今後の最低要件である10.5％-13.0％よ
りかなり高いものです。）であり、リスク調整後の資
産の計算に関する新しい規則が現在と比較してこれ
らを増加させたとしても、良好なバッファーを有して
います。
　バーゼル委員会は、短期・長期の両面の銀行の流
動性へのアクセスを監視するために導入される新し
い２つの流動性の測定方法を提案しました。

流動性カバレッジ比率(LCR)は、短期の流動性能
力を測定するものです。翌30日間にわたる現金流出
純額に対する流動資産の比率は1.0を上回ることとさ
れます。

安定調達比率(NSFR)は、長期の流動性能力を測
定するものです。非流動資産に対する利用可能な長
期資金調達の比率は1.0を上回ることとされます。

公社は、多額で高質の流動性準備金を有している
ため、LCRおよびNSFRの双方の測定方法に関連して
かなりの安全マージンを有しています。

取締役会報告

  要件	 公社
	 	 バーゼルⅢ	 2010年度

キャピタル・カバレッジ  
普通の機関に関する  
最低所要自己資本 10.5-13.0% 80.7%

流動性カバレッジ比率  
質の高い流動資産の割合／ 
翌30日にわたる
現金流出純額 ≥ 1.0 1.3

安定資金(純額)比率(NSFR)
長期資金調達可能額／  
非流動資産額 ≥ 1.0 2011年度に	
	 	 	 評価開始予定



スンネ文化センター、図書館
スンネ・コミューンは1995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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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 2010年 2009年 

利息収益  3,025.0 3,339.7

利息費用  -2,593.0 -2,957.6

純利息収益 4 432.1 382.1

支払手数料 5 -4.4 -3.5

金融取引純利益 6 17.2 90.6

その他営業収益  0.3 0.2

営業収益合計  445.1 469.4

    

一般管理費 7 -160.5 -127.8

有形資産減価償却費 16 -2.7 -1.8

その他営業費用 8 -6.2 -4.8

費用合計  -169.4 -134.4

     

営業利益  275.7 335.0

処分 9 -83.2 -82.5

当期利益にかかる公租公課 10 -51.9 -81.9

当期利益  140.6 170.6

   
 

包括利益計算書 注記 2010年 2009年
当期利益  140.6 170.6

その他包括利益    

売却可能金融資産  -67.2 50.7

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 18.8 -14.7

その他包括利益合計  -52.6 31.8

包括利益  88.0 202.4
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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 2010年 2009年 

資産	
現金    0.0 0.0 

担保適格国債   11 12,887.7 20,912.3 

金融機関に対する貸付金   3 1,697.6 1,851.2 

貸付金   12 133,729.1 123,624.1 

債券およびその他利付証券   13 28,759.5 25,604.1 

株式および出資持分   14 1.0 0.7 

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 13,024.0 11,105.3 

有形資産   16 6.9 3.6 

その他資産    67.5 19.3 

前払費用および未収収益    26.4 7.1 

資産合計    190,200.2 183,128.2 

       

負債、引当金および資本   

金融機関に対する負債   3 3,438.9 7,348.1 

有価証券    3 173,851.9 164,696.1 

デリバティブ    3 10,794.2 9,873.0 

その他負債   17 66.4 349.6 

未払費用および前受収益    44.1 35.6 

引当金   18 1.2 0.9 

劣後債務   19 1,002.9 - 

負債および引当金合計    189,199.5 182,303.4 

       

非課税準備金   20 217.9 134.7 

資本    782.8 690.2 

制限資本        

株式資本（1株当り額面100クローネ、2,734,550株）    273.4 259.6 

進行中の新株発行（1株当り額面100クローネ、150,000株）    15.0 10.0 

法定準備金    17.5 17.5 

非制限資本       

公正価値準備金    -11.3 41.3 

繰越利益    347.6 191.2 

当期利益    140.6 170.6 

資本合計    782.8 690.2 

負債、引当金および資本合計    190,200.2 183,128.2 

       

備忘項目       

自己負債に対する担保提供   21 4,808.2 3,499.9 

偶発債務    なし なし 

債務    

担保提供貸付金    1,856.0 1,498.9 
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2010年      

 制限資本  非制限資本  資本合計

 株式資本   法定準備金 公正価値 1 繰越利益 当期利益   

     ／損失  

(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 0.0

 

新株発行 3.8 - - - - 3.8

進行中の新株発行 15.0 - - - - 15.0

グループ補助金 - - - -19.3 - -19.3

グループ補助金に関する税効果 - - - 5.1 - 5.1

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

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

2009年      

 制限資本  非制限資本  資本合計

 株式資本   法定準備金 公正価値 1 繰越利益 当期利益   

     ／損失   

(単位：百万クローネ) 
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

      

当期利益 - - - - 170.6 170.6

      

その他包括利益 - - 31.8 - - 31.8

      

余剰金処分 - - - 44.5 -44.5 0.0

      

新株発行 22.9 - - - - 22.9

進行中の新株発行 10.0 - - - - 10.0

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

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                   34.2              

-貸付金および債権(再分類後)              7.1

資本変動表
資本変動に関する影響額を示しています。
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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)  2010年12月31日現在 2009年12月31日現在 

営業活動    

営業利益  275.7 335.0

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整  88.0 8.2

税金の支払  -121.0 -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  242.7 328.9

利付証券の増減  6,163.7 -26,260.1

貸付金の増減  -11,143.9 -18,655.1

その他資産の増減  -11.3 2.9

その他負債の増減  -235.0 256.2

営業活動からのキャッシュ・フロー         -4,983.8 -44,327.2

    

投資活動    

有形資産の売却／処分  0.4 -

有形資産の取得   -6.4 -1.0

投資活動からのキャッシュ・フロー  -6.0 -1.0

    

財務活動    

有価証券の増減  9,210.7 42,381.4

金融機関に対する負債の増減  -3,950.5 2,013.3

劣後ローン  1,000.0 -

新株発行  18.8 32.9

グループ補助金の支払  -19.3 -12.5

財務活動からのキャッシュ・フロー  6,259.7 44,415.1

    

当期のキャッシュ・フロー  1,269.9 86.8

 

期首流動資産残高  427.7  340.8

 

期末現金および現金同等物残高  1,697.6 427.7

 

キャッシュ・フロー計算書には現金主義会計が適用されています。

営業利益は、営業活動に含まれない増減を調整しています。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動からの

対内・対外支払に分けられています。    

    

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整    

減価償却費  2.7 1.8

金融資産の増減による為替レート差額  -1.2 -3.0

未実現の市場価値変動  86.5 9.4

合計  88.0 8.2

     

流動資産には、0.0百万クローネ(2009年度：1,423.5百万クローネ)の
現金預金を除いては、金融機関に対する貸付金のみが含まれます。    

 

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息    

受取利息  2,923.0 3,648.4

支払利息  -2,454.0 -3,300.0
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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
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2010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、2011年３月１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、2011年

４月７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)およびステートメントには、ÅRKLの規定の範囲内

で、FFFS2008:25で明示された追加規定および除外規定を考慮

の上、可能な限り従っています。

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。  

 

会計原則の変更
スウェーデン金融監督局による勧告の新基準または改正による会計

原則の変更

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(国際会計基準)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、IFRSの

規定以外のヘッジ会計の適用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。

(ⅰ)　金利リスクに関して、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、金利または通貨デリバティブに

よるヘッジ対象となっている固定利付の借入取引に適用されてい

ます。

(ⅱ)　固定利付の借入取引および組込デリバティブ（仕組み

信用）を含む借入れ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、金利または通

貨デリバティブによるヘッジ対象となっている固定利付の借入取

引に適用されています。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)の主な規則に従い、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年度期首残高で調整部分（借入スプレッドの変動

から生じた価値変更に対応する市場価値の調整、および従来適用

されていたヘッジ会計方法に従いヘッジ商品の価値の調整として

計上されていたもの）が計上されました。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

ては以下をご参照下さい。

固定利付の一定の借入れおよび仕組み信用を含む

借入れに関する公正価値オプションの適用

仕組み信用について、公社はIAS第39号により提供される機会を

活用し、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。公社の借入れ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借入れ

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。

一定の固定利付の借入れについて、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。

評価原則の変更の影響

上記の会計原則の変更は、2009年度について以下の影響を与え

ました。

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。
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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。

公社は、関連する取引が2009年１月１日後までに開始しませ

んでしたので、2009年１月１日現在の期首残高は作成しませんで

した。同日現在の残高が上記の原則の変更により影響を受けなか

ったことを意味します。

IFRSの新基準または改正による

会計原則の変更

2010年度付で適用されたIFRSのその他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：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
2010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、IAS第９号「金融商品」（IAS第39号を置き換えることが企

図されています。）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。

遅くとも2013年より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。

国際会計基準審議会は、IFRS第９号を構成する少なくとも３つの

部の第１部を公表しました。第１部は、金融資産の分類および測

定を取り扱っています。現在IAS第39号に含まれる金融資産の分

類は、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更を除き、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。また国際会計基準審議会は、公

正価値オプションが企業の自己負債に適用される場合、企業の信

用度の変動に伴う公正価値変動の計上方法を変更することを決定

しました。

変更の実施がEUによりまだ承認されていないことから、公社

は、予定される変更についての影響の評価をまだ行っておらず、新

しい原則を予めまたは2013年から適用すべきか否かについても

決定を行っていません。

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。

外貨建取引
公社の機能通貨はスウェーデン・クローネ(SEK)です。外貨建取引

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
以下の利息収益および利息費用は損益計算書において示され

ます。

- 償却原価で測定される金融資産および金融負債に対する利息

- 売却可能として分類される金融資産に対する利息

- 損益を通じて公正価値で測定され、売却可能として分類される金

融資産に対する利息

- 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
本書に計上されたものは、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

用です。

金融取引純利益
「金融取引純利益」項目は、以下から生じる実現・未実現の価値変

動を包含しています。

- 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基本的な測定原則
金融資産および金融負債は、公正価値で測定されるかまたは公正

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。
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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均衡を図る意向、または資

産の計上と負債の調整を同時に行う意向がある場合に限り、相殺

され、貸借対照表において純額として認識されます。

金融商品の取得および売却は、取引日（つまり、公社が金融商

品の取得または売却を約定する日）に計上されます。

分類および測定

金融商品を最初に認識するときは、一部はその目的に基づき分類

されますが、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測定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、1)売買保有目

的の金融資産および金融負債、および2)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の２つのサブ

グループがあります。

１つ目のサブグループは、金融ヘッジのために保有されるが、

ヘッジ会計に含まれないデリバティブと流通在庫に含まれる投資

から成ります。

２つ目のサブグループは公社の貸付金、投資、金融機関に対

する負債および有価証券から成ります。公社がかかる取引をこの

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

関して生じる誤解を招く会計関係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

る借入金、貸付金または投資を公正価値で測定しなかったならば

誤解を招く会計関係が生じうることになります。

貸付金および債権
貸付金および債権は、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支払予定

額、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され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23をご参照

下さい。

売却可能金融資産
この分類には、公社の流通在庫に含まれない利付証券または金利

ヘッジのデリバティブを伴う利付証券への投資が含まれています。

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23をご参照下さい。

この分類の資産は、継続して公正価値で測定され、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の

公正価値にはヘッジ会計を適用しています。公社はヘッジ手段と

して金利および為替のスワップを利用しており、負債は、商品がヘ

ッジする構成要素に関しては損益を通じて公正価値で測定されて

います。

　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、スウェーデン憲法上の特別な

地位および地方税の徴収権に基づき、破産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、発生している観察可能な条件のうち取得原価

を回復する可能性に悪影響を及ぼすもので、かつ売却可能金融資

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。
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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。

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、１社以上の雇用主を包含

する掛金建（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、施設管理費用、研修費、IT費用、通信費、出張旅費ならびに交

際費および安定化政策費用が含まれています。

処分
処分は、非課税準備金の積立ておよび取崩しにあたります。

公租公課
当期に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、そ

の他包括利益または資本の部において付随する公租公課が認

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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  信用リスク・     有価証券控除後の 

2009年  エクスポージャー 評価減／    有価証券の 信用リスク・ 

  総額(評価減前)  引当金 帳簿価額 価値  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  123,624.1 - 123,624.1 - 123,624.1

合計   123,624.1 - 123,624.1 - 123,624.1

       

有価証券       

国債および公的機関によるもの

- AAA  18,542.6 - 18,542.6 - 18,542.6

- AA  2,369.7 - 2,369.7 - 2,369.7 

- A  - - - - -

その他の発行体によるもの       

- AAA  5,286.9 - 5,286.9 - 5,286.9

- AA  12,433.1 - 12,433.1 - 12,433.1

- A  7,884.1 - 7,884.1 - 7,884.1

合計  46,516.3 - 46,516.3 - 46,516.3

 

デリバティブ       

- AAA  77.7 - 77.7 - 77.7

- AA  6,003.9 - 6,003.9 1,802.5 4,201.4

- A  5,023.7 - 5,023.7 250.3 4,773.4

合計  11,105.3 - 11,105.3 2,052.8 9,052.5

  

債務      

地方自治体の保証に対する担保提供貸付金  1,498.9 - 1,498.9 - 1,498.9

合計  1,498.9 - 1,498.9 - 1,498.9

 

信用リスク・エクスポージャー総額  182,744.6 - 182,744.6 2,052.8 180,691.8

3 金融リスク

  

  信用リスク・     有価証券控除後の 

2010年  エクスポージャー 評価減／    有価証券の 信用リスク・ 

  総額(評価減前)  引当金 帳簿価額 価値  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       

担保提供貸付金  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

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 0.0 - - - - - 0.0

担保適格国債 - 17,965.7 881.9 2,005.9 - - 20,853.5

金融機関に対する貸付金 1,851.2 - - - - - 1,851.2

貸付金 - 65,230.3 16,814.2 33,380.0 6,432.4 - 121,856.9

債券およびその他利付証券 - 11,503.3 4,308.7 9,525.2 - - 25,337.2

デリバティブ - 85,028.1 49,186.0 120,955.1 27,789.8 - 282,959.1

その他資産 - - - - - 31.2 31.2

資産合計 1,851.2 179,727.4 71,190.8 165,866.3 34,222.2 31.2 452,889.2

         

負債         

金融機関に対する負債 - - 3,716.1 774.3 2,738.0 - 7,228.4

デリバティブ - 86,238.8 46,804.4 120,434.9 27,002.3 - 280,480.4

有価証券 - 60,237.6 27,819.4 64,468.8 11,443.6 - 163,969.4

その他負債 - - - - - 386.1 386.1

資本 - - - - - 824.9 824.9

負債および資本合計  0.0 146,476.4 78,340.0 185,678.0 41,183.8 1,211.0 452,889.2

合計 1,851.2 33,250.9 -7,149.2 -19,811.7 -6,961.6 -1,179.8 0.0

未計上の担保提供貸付金 1,498.9 - - - - - -

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 - 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 

未計上の担保提供貸付金 1,856.0 - - - - - -

2010年

2009年

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。

償還情報 1
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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 - 17,973.1 883.1 2,056.1 - - 20,912.3

金融機関に対する貸付金 1,851.2 - - - - - 1,851.2

貸付金 - 65,364.3 17,011.5 34,656.0 6,592.3 - 123,624.1

債券および 

その他利付証券 - 11,546.0 4,331.6 9,726.5 - - 25,604.1

デリバティブ - 1,389.2 2,005.4 4,556.4 3,154.3 - 11,105.3

その他資産 - - - - - 31.2 31.2

資産合計 1,851.2 96,272.5 24,231.6 50,995.0 9,746.6 31.2 183,128.2

        

負債        

金融機関に対する負債 - - 3,725.2 774.6 2,848.3 - 7,348.1

デリバティブ - 1,723.5 1,601.5 3,935.7 2,612.3 - 9,873.0

有価証券 - 59,959.6 26,717.1 66,144.1 11,875.3 - 164,696.1

その他負債 - - - - - 386.1 386.1

資本 - - - - - 824.9 824.9

負債および資本合計 - 61,683.2 32,043.8 70,854.4 17,335.8 1,211.0 183,128.2

差異合計 1,851.2 34,589.4 -7,812.3 -19,859.4 -7,589.2 -1,179.7 0,0

未計上の担保提供貸付金 1,498.9 - - - - - -

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 0.0 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

未計上の担保提供貸付金 1,856.0 - - - - - -

2009年

2010年

流動性エクスポージャー

償還情報



スウェーデン地方金融公社 • 2010年度年次報告書

59注記

 

名目キャッシュ・フロー
      

資産および負債に 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  

伴う金利固定期間  ３ヵ月以下 ３ヵ月超 １年超 ５年超 10年超 付かないもの  

―金利エクスポージャー  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 19,207.2 759.8 886.5 - - - 20,853.5

金融機関に対する貸付金 1,851.2 - - - - - 1,851.2

貸付金  81,414.3 8,178.6 26,914.6 5,119.5 229.8 - 121,856.9

債券および 

その他利付証券 16,989.3 6,057.5 2,290.5 - - - 25,337.2

デリバティブ 187,054.7 30,762.6 52,263.4 11,791.9 1,086.5 - 282,959.1

その他資産 - - - - - 31.2 31.2

資産合計 306,516.7 45,758.5 82,355.0 16,911.4 1,316.3 31.2 452,889.1 

        

負債        

金融機関に対する負債 1,481.2 3,539.3 - 1,771.9 436.0 - 7,228.4

有価証券 77,970.5 24,068.5 51,260.0 10,020.0 650.4 - 163,969.4

デリバティブ  215,437.3 28,600.3 31,114.8 5,098.2 229.8 - 280,480.4

その他負債 - - - - - 386.1 386.1

資本 - - - - - 824.9 824.9

負債および資本合計 294,889.1 56,208.0 82,374.7 16,890.1 1,316.3 1,211.0 452,889.1

 

エクスポージャー累計額 11,627.6 -10,449.5 -19.7 21.3 0.0 -1,179.8 0.0

 

 

名目キャッシュ・フロー 

      

資産および負債に 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  

伴う金利固定期間  ３ヵ月以下 ３ヵ月超 １年超 ５年超 10年超 付かないもの  

―金利エクスポージャー  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

2010年

2009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 スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 デンマーク・ その他の  公正価値 合計 

資産および負債 クローネ    クローネ 通貨 調整 

資産
金融機関に対する貸付金 202.2 227.2 1 422.0 0.0 0.1 0.1 -0.3 1,851.3

貸付金 122,493.8 - - - - - 1,130.4 123,624.1

利付証券 32,677.4 6,571.3 7 072.1 - - - 195.6 46,516.4

株式および出資持分 1.2 - - - - - - 1.2

デリバティブ - - - - - - 11,105.2 11,105.2

その他資産 22.8 7.2 0.0 - - - 0.0 30.0

資産合計 155,397.3 6,805.7 8,494.1 0.0 0.1 0.1 12,430.9 183,128.2

         

負債         

金融機関に対する負債 3,482.0 1,027.3 176.9 2,542.2 - - 119.7 7,348.1

有価証券 23,911.2 17,886.6 68,510.9 11,626.9 6,254.8 34,169.8 2,335.9 164,696.1

デリバティブ 127,134.9 -12,346.9 -60,194.4 -14,169.1 -6,254.8 -34,169.7 9,873.0 9,873.0

その他負債（資本を含む） 870.7 238.0 - - - - -102.2 1,210.9

負債および資本合計 155,398.9 6,804.9 8,493.4 0.0 0.0 0.0 12,430.9 183,128.2

         

資産および負債の差異 -1.5 0.7 0.7 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）  - 0.1 0,1 - 0.0 - - -

帳簿価額

主要外貨建の スウェーデン・ ユーロ 米ドル 日本円 デンマーク・ その他の  公正価値 合計 

資産および負債 クローネ    クローネ 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 - - -

2010年

2009年

為替リスク
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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。

組合員の責任については、基本的な連帯保証による約定に加

えて、２つの取決めが策定されています。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（regress agreement）です。かかる取決めが

スウェーデン地方金融協同組合の年次総会で承認を得るために

提示される予定です。

責任の分担は、公社の貸付けおよび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

定文書を通じて通知されます。

約定文書は、2010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 3,438.9 

有価証券 173,851.9

借入金合計 177,290.8

負債(約定文書に従ったもの)
貸し出された借入金(1) 133,945.9

貸し出されていない借入金(2) 43,344.9

借入金合計 177,290.8 上記に 

  従ったもの

その他負債(2) 111.6 

デリバティブ(貸し出された借入金に関連するもの)(1) 4,590.0

デリバティブ(貸し出されていない借入金に関連するもの)(2) 1,462.8

負債／約定合計 183,455.1

資産(約定文書に従ったもの)  

貸し出された借入金(1) 133,729.1 注記12参照

貸し出されていない借入金(2) 43,344.9 注記３、11、13参照

その他負債(2) 102.2 

デリバティブ(貸し出された借入金に関連するもの)(1) 1,202.6

デリバティブ(貸し出されていない借入金に関連するもの)(2) 454.3 

資産合計 178,833.1

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）には、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をご参照下さい。）。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。2010年12月31日現在、受領した担保は3,854,300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、公社の本年次

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 2010年 2009年
金融機関に対する貸付金の利息収益 10.8 10.7

貸付金の利息収益 2,519.0 2,840.0

利付証券の利息収益 494.8 488.5

その他 0.5 0.5

合計 3,025.0 3,339.7

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 897.0 337.8

   

利息費用   

金融機関に対する負債の利息費用 0.8 0.6

利付証券の利息費用 2,585.8 2,953.9

その他 6.3 3.1

合計  2,593.0 2,957.6

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 1,541.7 1,683.7

純利息収益合計  432.1 382.1

5 支払手数料
 2010年 2009年 

代理人支払手数料  1.2 0.4

有価証券仲介手数料  3.2 3.1

その他手数料  0.0 0.0

合計  4.4 3.5

6 金融取引純利益
 2010年 2009年 

自己債券の買戻しによる金額 70.9 48.2

利付証券 -0.9 -0.2

その他金融商品 32.5 49.0

未実現の市場価値の変動 -86.5 -9.4

為替レートの変動  1.2 3.0

合計  17.2 90.6

 

測定分類別の 2010年 2009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 -952.1 336.4

売買目的保有（資産） -1,085.2 -844.9

貸付金および債権 17.6 0.0

損益を通じて公正価値で測定される

金融負債 861.3 130.9

売買目的保有（負債） 1,244.0 475.8

売却可能金融資産の

キャピタルゲイン／ロス -0.9 -0.2

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 396.3 368.1

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 -465.0 -378.5

為替レートの変動 1.2 3.0

合計 17.2 90.6

   

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 -71.4 46.5
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7 一般管理費

（単位：千クローネ）

人件費 2010年 2009年
－給与および報酬 32,907 29,239

－社会保険費用 10,600 8,952

－変動的パフォーマンス報酬 917 -

－年金費用 7,772 5,796

－教育／研修費 1,761 2,140

－その他人件費 4,415 3,576

人件費合計  58,372 49,703

 

その他一般管理費   

－出張旅費  5,438 2,931

－IT費用 13,560 9,717

－コンサルタント費用 18,233 15,743

－臨時／契約雇用者費用 3,355 1,558

－格付費用 5,544 6,845

－市場情報 3,525 3,770

－賃借料および施設管理費用 2,167 1,893

－年次報告書および中間報告書  866 893

－安定化政策費用 41,230 25,600

－その他 8,205 9,174

その他
一般管理費合計 102,123 78,124

合計 160,495 127,827

報酬方針
変動給与につき当該年度において取決めはありませんでした。

公社は2010年に報酬方針を採用しました。公社の報酬に関

する情報は公社のウェブサイトwww.kommuninvest.seで遅くとも

2011年４月７日までに入手可能です。

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。社長兼最高経営責任者は、2,596,000クローネ（2009年

度：2,472,000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598,000クローネ（2009年度：885,000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。

当該債務には法令遵守・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、社長兼最高経営責任者は、給

与18ヵ月分の退職金に加え、通知後６ヵ月間給与を受取りますが、

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

長兼最高経営責任者により決定されています。業務執行副社長に

対する年金費用は335,000クローネ（2009年度：276,000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、業務執行副社長は、給与18ヵ月分の退
職金に加え、通知後６ヵ月間給与を受取りますが、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
長は1,427,000クローネ（2009年度：1,326,000クローネ）を受け
取りました。

経営に携わる他の上級役員合計２名（2009年度：２名、うち１
名は当該年度途中まで）（女性１名（2009年度：１名）および男性

１名（2009年度：１名））に対する報酬は、社長兼最高経営責任者
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2,478,000クローネ
（2009年度：2,209,000クローネ）でした。

年金費用は保険契約を通じてカバーされています。

取締役に対する報酬 
2010年度末現在、取締役会は７名（2009年度：８名）の取締役で

構成され、うち４名が女性（2009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、以下の表に示されるとおりです。取締役会会長

は、400,000クローネの固定報酬を受け取りました。同副会長

は、70,000クローネの固定報酬および取締役会１回当り8,000ク

ローネとする変動報酬を受け取りました。他の取締役は、30,000ク

ローネの固定報酬および取締役会１回当り8,000クローネとする

変動報酬を受け取りました。

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

  2010年 2009年
トミー・ペーション （2010年６月１日まで） 200 400

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン  283 142

ローレンツ・アンダーション  126 102

クート・エリアソン （2010年３月25日の

 年次総会から） 94 -

アンナ・フォン・クノーリング  90 94

カタリーナ・ラーゲルスタム  110 78

アンナ・サンドボリィ  （2010年３月25日の 

 年次総会から） 102 -

ヨハン・トーングレン  94 70

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） 55 110

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 62

合計  1,185 1,058

 

給与および報酬
  基本給／      

  取締役会   その他の  その他の  

  出席報酬 変動報酬 給付 年金費用 報酬 合計 

取締役  1,185 - - - 1 1,186

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

その他の執行役員  2,478 - - 777 - 3,255

その他の従業員  25,221 917 186 6,062 - 32,386

合計  32,907 917 268 7,772 1 41,865
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従業員数(平均) 2010年 2009年 

年度中の従業員数(平均) 49 48

　－うち女性数 21 24  

病気休暇
全従業員に関する病気休暇合計は標準労働時間の1.10％（2009年度：0.95％）
でした。女性の病気休暇合計は1.65％（2009年度：0.89％）で、男性の病気休暇
合計は0.65％（2009年度：1.01％）でした。60日以上の休暇を伴う病気休暇の
割合は0.00％（2009年度：0.00％）でした。

 2010年 2009年 

年齢別病気休暇   

29歳以下 * *

30歳－49歳 1.16 0.91 

－男性 0.39 - 

－女性 0.77 -

50歳以上 0.77 0 . 7 2 
 
＊法令に定める例外条項により開示がなされていません。かかる条項では、「区
分」における員数が10名以下の場合、または情報が含蓄的に特定の個人に帰
属しうる場合には、情報を開示する必要がないこととされています。ここにおい
て「区分」とは、年齢区分および、年齢区分中の男女別構成の双方を指します。
 

監査人に対する報酬および経費 2010年 2009年 

アーンスト・アンド・ヤング(Ernst & Young AB)   

監査業務 688 857

主要な監査業務以外の  

業務 476 -

その他業務 843 2,533

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。その他の作業はすべて、その他業務に含められて

います。   

スウェーデン地方金融公社が賃貸人と なっている 2010年 2009年 

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 1,762 1,749

１年超５年以下 4,327 1,328

５年超 100 83

合計 6,189 3,160

2 0 1 0 年 度 中 の 当 該 費 用 は 1 , 8 0 8 , 0 0 0クローネ（ 2 0 0 9 年

度：1,749,000クローネ）でした。

その他包括利益に起因する  2010年 2009年 

税金費用  

売却可能金融資産 -17.7 12.1

貸付金および債権 -1.1 2.6

その他包括利益合計 -18.8 14.7

 

資本に対して直接計上される 2010年 2009年 

税金項目   

グループ補助金の支払に対する当期税額 5.1 2.1

資本に対して直接計上される総計額 5.1 2.1 

 

8 その他営業費用   
 2010年 2009年
保険費用 0.2 0.8

通信・情報 5.5 3.9

有形・無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  0.2 0.1

合計 6.2 4.8 

  

9 処分 
 2010年 2009年
繰延税準備金への移転 -88.1 -85.7

繰延税準備金の取崩し 4.9 3.2

合計 -83.2 -82.5

10 公租公課     

損益計算書において認識されるもの 2010年 2009年
当期税金費用  74.6 69.7

繰延税金費用(＋)／ 

繰延税金資産(－) -22.7 12.2

認識税金費用合計  51.9 81.9

  

繰延税金は未実現の市場価値変動に対する公租公課に関連するものです。
期末残高は14.6百万クローネ（2009年度：－26.9百万クローネ）であり、その他
負債として報告されています。

 

実効税額の調整 2010年(%) 2010年 2009年(%) 2009年
税引前利益／損失  192.5  252.5

実勢税率による税額   26.3% 50.6 26.3% 66.4

非控除費用 0.6% 1.2 6.1% 15.5

非課税収益 0.0% 0.0 0.0% 0.0

認識実効税額 26.9% 51.9 32.4% 81.9
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11 担保適格国債
 

  

 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 8,059.1 8,065.8 8,065.8 17,299.1 17,299.2 17,299.2

－スウェーデンの地方自治体の債券 4,096.6 4,142.2 4,141.2 3,554.4 3,613.5 3,613.1

－外国政府の債券 670.6 680.7 680.7 - - -

合計 12,826.3 12,888.7 12,887.7 20,853.5 20,912.7 20,912.3

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額 	 	 69.1	 	 	 56.7	
額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額 	 	 -22.3	 	 	 -9.0	
	 	 	 	 	 	 	
認識値が公正価値と異なる理由は、後者が貸付金および債権に再分類された資産を含むためです（注記23をご参照下さい）。これらは償却原価で認識されてい
ます。公社の評価において、2010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38.1％(2009年度：38.2％)が協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティングに対して直接供与されています。残

りはかかる地方自治体が保証する関係会社に対するものであり、主に地方自治体の住宅供給会社(39.2％(2009年度：39.9％))およびそ

の他の地方自治体が保証する関係会社(22.7％(2009年度：21.9％))向けです。公社の評価において、2010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
 

  

 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 1,201.1 1,221.0 1,221.0 3,828.9 3,827.8 3,827.8

－その他のスウェーデンの発行体 4,937.3 4,979.7 4,980.1 6,570.1 6,571.0 6,572.1

－その他の海外の発行体 22,438.7 22,548.2 22,558.5 14,938.2 15,177.0 15,204.2

合計 28,577.1 28,748.9 28,759.5 25,337.2 25,575.7 25,604.1

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額   273.3   272.7

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額    -78.8   -19.9

	 	 	 	 	 	 	
認識値が公正価値と異なる理由は、後者が貸付金および債権に再分類された資産を含むためです（注記23をご参照下さい）。これらは償却原価で認識されてい
ます。公社の評価において、2010年12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。

2010年 2009年

14 株式および出資持分
   

 2010年 2009年
養老保険 1.0 0.7

株式および出資持分合計 1.0 0.7 

  

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 NL-
GFA AB)所有50％
登録番号：556581-0669
 2010年 2009年
    0.5    0.5

    0.5    0.5

2010年 2009年

16 有形資産

 2010年 2009年
取得価額  

前期繰越取得価額 10.3 9.3

当期の投資 6.4 1.0

処分 -2.1 -

次期繰越取得価額 14.6 10.3 

 

減価償却費  

除去、期首残高 -6.7 -4.9

当期減価償却費 -2.7 -1.8

処分 1.7 -

次期繰越減価償却費 -7.7 -6.7 

  

期末現在の見積り残存価値 6.9 3.6
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17 その他負債 

 2010年 2009年
グループ会社に対する債務 0.0 -

親団体に対する負債 7.7 7.9

その他負債 58.6 341.7

合計 66.4 349.6 

  

 

19 劣後債務             
     
 通貨 額面金額 利率 期日 2010年 2009年
劣後ローン  クローネ 1,000.0 変動 永久 1,002.9 -

合計  1,000.0   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。2010年度の利息費用は2.9百万クローネに上りまし
た。当該ローンが公社の自己資本に組み入れることができない場合、当該ローンは、期日前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。	

帳簿価額

22 関連当事者

（単位：千クローネ）      

密接な関係      

公社は、スウェーデン地方金融協同組合（親団体）、スウェーデン地方不動産会社（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。    

 

密接な関係  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／サービスの 物品／サービスの 関連当事者への 関連当事者に対する 

  販売 購入 債権 負債 

 

スウェーデン地方金融協同組合 2010年 10 - - 7,730 

 2009年 10 - - 7,850

スウェーデン地方不動産会社 2010年 60 1,613 - 40 

 2009年 268 1,589 208 -

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2010年 30 10,489 - - 

 2009年 - 7,825 - 641

 

関連当事者との取引は市場状況に従い価格設定されています。     

 

経営幹部との取引
経営幹部に対する給与、その他の報酬および年金については、注記７をご参照下さい。

18 年金および
          類似の債務に対する引当金

 2010年 2009年
年金債務に対する引当金 1.2 0.9

合計 1.2 0.9 

  

21担保提供資産      
  
 2010年 2009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  4,807.2 3,499.2

年金債務のための養老保険 1.0 0.7

担保提供資産合計 4,808.2 3,499.9 

 

担保に係る負債および引当金の認識値は1.2百万クローネ（2009年度：3,002.8
百万クローネ）でした。 

20 非課税準備金      
    
繰延税準備金 2010年 2009年 

2005年の査定税額 - 4.9

2006年の査定税額 13.8 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 18.6 18.6

2010年の査定税額 85.7 85.7

2011年の査定税額 88.1 -

非課税準備金合計 217.9 134.7 



スウェーデン地方金融公社 • 2010年度年次報告書

66

23 金融資産および金融負債

注記

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 12,825.2

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 - - - 3,268.2 190,109.0 189,838.4

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 10,889.5

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 1,495.6 189,102.0 189,289.0 

 

 

2009年 

現金   - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0

担保適格国債  409.3 20.0 697.1 - 19,785.9 - - - - 20,912.3 20,912.7

金融機関に対する貸付金 - - 427.7 - 1,423.5 - - - - 1,851.2 1,851.2

貸付金 123,624.1 - - - - - - - - 123,624.1 123,624.1

債券およびその他利付証券 4,399.4 9,561.0 4,901.6 - 6,742.0 - - - - 25,604.1 25,575.7

デリバティブ - 10,315.9 - - - - - - 789.4 11,105.3 10,974.0

その他資産 - - 19.0 - - - - - - 19.0 19.0

合計 128,432.9 19,896.8 6,045.5 - 27,951.4 - - - 789.4 183,116.0 182,956.8

金融機関に対する負債 - - - - - 2,864.3 - 4,483.9 - 7,348.1 7,333.5

有価証券 - - - - - 71,302.2 - 93,393.9 - 164,696.1 164,911.9

デリバティブ - - - - - - 9,836.6 - 36.4 9,873.0 9,883.1

その他負債 - - - - - - - 264.5 - 264.5 264.5

合計   - - - - - 74,166.5 9,836.6 98,142.2 36.4 182,181.7 182,392.9

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

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。

デリバティブについての帳簿価額は、公正価値で認識されるデ

リバティブおよびヘッジ関係に含まれるデリバティブ等から成りま

す。信用スプレッドが有価証券よりもデリバティブに対して調整さ

れる場合、ヘッジ関係に含まれるデリバティブの公正価値は帳簿

価額とは異なります。公正価値で認識される貸付金の2009年度と

2010年度との変動は、新規の短期貸付金（貸付金および債権とし

て分類されているもの）に起因しています。
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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 12,825.2

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 - - - 3,268.2 190,109.0 189,838.4

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 10,889.5

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 1,495.6 189,102.0 189,289.0 

 

 

2009年 

現金   - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0

担保適格国債  409.3 20.0 697.1 - 19,785.9 - - - - 20,912.3 20,912.7

金融機関に対する貸付金 - - 427.7 - 1,423.5 - - - - 1,851.2 1,851.2

貸付金 123,624.1 - - - - - - - - 123,624.1 123,624.1

債券およびその他利付証券 4,399.4 9,561.0 4,901.6 - 6,742.0 - - - - 25,604.1 25,575.7

デリバティブ - 10,315.9 - - - - - - 789.4 11,105.3 10,974.0

その他資産 - - 19.0 - - - - - - 19.0 19.0

合計 128,432.9 19,896.8 6,045.5 - 27,951.4 - - - 789.4 183,116.0 182,956.8

金融機関に対する負債 - - - - - 2,864.3 - 4,483.9 - 7,348.1 7,333.5

有価証券 - - - - - 71,302.2 - 93,393.9 - 164,696.1 164,911.9

デリバティブ - - - - - - 9,836.6 - 36.4 9,873.0 9,883.1

その他負債 - - - - - - - 264.5 - 264.5 264.5

合計   - - - - - 74,166.5 9,836.6 98,142.2 36.4 182,181.7 182,392.9

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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2010年 レベル１ レベル2 レベル３ 合計 
 （単位：百万クローネ） 

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

     

  

2009年 レベル１ レベル2 レベル３ 合計 

（単位：百万クローネ） 

担保適格国債  - 20,215.2 - 20,215.2

金融機関に対する貸付金 - 1,423.5 - 1,423.5

貸付金 - 123,624.1 - 123,624.1

債券およびその他利付証券 - 20,702.4 - 20,702.4

デリバティブ 48.4 8,452.4 2,604.5 11,105.3

合計  48.4 174,417.7 2,604.5 177,070.6

金融機関に対する負債 - 2,864.3 - 2,864.3

有価証券  - 59,812.6 11,489.6 71,302.2

デリバティブ 32.6 7,108.0 2,732.4 9,873.0

合計 32.6 69,784.9 14,222.0 84,039.4 

 

当期利益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

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。

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。

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

た国債に対するスワップ・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

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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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（その評価にある程度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
マッチング信用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。

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。

公社は、公社のデリバティブのエクスポージャーについて信用
価値修正(CVA)の計算を行いました。公社のデリバティブのカウン
ターパーティは格付けが高いもののみであり、公社はそのエクスポ
ージャーの大部分について担保を確保しているため、かかる計算
により示された金額は大きなものではありませんでした。

その他の金融資産および金融負債

この項目は償却原価で評価されています。

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

に大きな変更をもたらす可能性があります。公社は、負債に関して

資産に関するよりも長い期間を有しています（これについては、期

間に関する注記においても記載されています。）。これは、負債が資

産よりも市場価値変動の影響を受けやすいことを意味します。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ま

すので、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-141百万クロ

ーネの変動をもたらすことになります。公正価値でヘッジ会計に含

ま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８百万クローネの変動をもとら

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52百万クローネの変動をもとらすことになります。

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。    
 

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。2010年度
中、公社は、金融資産および金融負債について適用する会計原則
を変更しました。注記２をご参照下さい。かかる変更に関連し、一定
の金融商品についてもレベル３に従い分類されます。

 （単位：百万クローネ） デリバティブ資産 デリバティブ負債 有価証券 合計
期首残高 2009年１月１日現在 3,289.2 -2,469.1 -11,382.2 -10,562.1

認識された損益：  

－当期利益に認識されたもの 350.9 -501.5 -32.1 -182.7

費用、取得  158.8 -157.1 -2,413.3 -2,411.6

当期中の満期到来 -1,194.4    395.3    2,338.0   1,538.9

期末残高 2009年12月31日現在 2,604.5 -2,732.4 -11,489.6 -11,617.5 

2009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 131.5 -341.5 32.2 -177.8

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 -200.9 -255.6 471.3 14.8

費用、取得 1,816.6 -890.4 -22,785.7 -21,859.5

当期中の満期到来 -102.9 1,438.9 3,391.4 4,727.4

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 544.2 -1,062.4 538.5 20.3 
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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。

2010年12月31日現在

再分類が行われていなければ、2010年12月31日現在の公正価値

準備金より9.7百万クローネマイナスの影響を受けていたことにな

ります。これは、当該年度中、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。

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27.9百万クローネマイナスの影響を受けていたことに

なります。これは、当該年度中、再分類された有価証券について公

正価値準備金が38.5百万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63.0百万クローネの利息収益を計上

しています。

24 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
額は下記の他のリスク（第２の柱）に割り当てられています。すなわ
ち、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスク、
事業リスク、レピュテーショナル・リスクおよび戦略的リスクです。公
社は、キャピタル・カバレッジの内部基準値を設けており、第１の柱
および第２の柱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らなりません。

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をご参照下さい。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

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 5,598.8 5,570.8 6,057.6 5,991.2
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ームページ、www.kommuninvest.se でご覧いただけます。新しい
自己資本比率規制の第１の柱に沿ったスウェーデン地方金融公社
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。

自己資本の基本的項目 2010年 2009年
株式資本 288.5 269.6

法定準備金 17.5 17.5

繰越利益 347.6 191.2

当期利益 140.6 66.5

控除：繰延税金資産 -10.6 -25.0

非課税準備金 160.6 99.3

正味自己資本 944.2 619.1

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） 129.0 116.9

流通在庫リスクに対する所要自己資本 4.3 27.1

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本 53.9 30.1

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 187.2 174.2

キャピタル・カバレッジ比率 10.09 3.55

自己資本の補完的項目 2010年 2009年
永久劣後ローン 944.2 -

自己資本の補完的項目合計 944.2 -

自己資本合計 1,888.4 619.1

自己資本   

自己資本には取締役会が提案した利益処分が含まれています。配当の支払は含まれ

ていません。

所要自己資本  

標準的手法に従った
信用リスク 2010年 2009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 125.9 115.1

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 2.8 1.6

信用リスクに対する所要自己資本合計 129.0 117.0

流通在庫リスク 

金利リスク  

－特定リスク 2.9 24.0

－一般リスク 1.4 3.1

流通在庫リスクに対する  
所要自己資本合計 4.3 27.1

オペレーショナル・リスク 

基礎的指標手法 53.9 30.1

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本合計 53.9 30.1

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 187.2 174.2

立ち上げ資本 9.3 9.3
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５年間の要約

（金額単位：百万クローネ） 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
重要な指標(2006年－2010年)  

成長性      

貸付金(変動率：％) 8.2 18.1 34.3 16.7 17.8

純利息収益(変動率：％) 13.1 151.3 91.0 -20.6 9.5

連結      

(資本＋非課税準備金)対 

総資産(％)  0.53 0.45 0.36 0.38 0.30

 

効率性      

管理費用対貸付金(％) 0,127 0,109 0,083 0,103 0,120

管理費用対総資産(％) 0,089 0,073 0,061 0,073 0,079

管理費用／従業員(単位：百万クローネ) 3.2 2.7 2.1 2.2 2.1

変動率（％） 16.5 28.7 -2.1 3.0 20.1

貸付金／従業員(単位：百万クローネ) 2,523.2 2,522.9 2,552.6 2,106.4 1,758.2 

変動率（％） 0,0 -1.2 21.2 19.8 8.5

 

資本利益率      

税引後営業利益対  

平均資本 23.45 38.32 12.06 6.34 7.43

 

収益対費用比率(I/E)      

(純利息収益＋その他営業収益) 

対総費用 2.6 2.8 1.7 1.0 1.3

 

その他の情報      

従業員数 53 49 41 37 38

	
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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グループ補助金
公社は、スウェーデン地方金融協同組合へのグループ補助金7.7

百万クローネを支払います。これにより、協同組合が組合員に対し

て10年連続で組合員支給持分の付与を行うことが可能となりま

す。年次総会により協同組合の理事会の提案が承認された場合、

付与額は参加持分の1.5％に相当するものとなります。

また、スウェーデン地方金融公社の取締役会は、親団体である協同

組合に対する3.9百万クローネの新株発行の提案を予定していま

す。新株発行額は協同組合における組合員支給持分の付与の予

定総額に相当するものです。

（単位：百万クローネ） 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
 

損益計算書(１月１日－12月31日)      
純利息収益 432.1 382.1 152.1 79.6 100.2

支払手数料 -4.4 -3.5 -3.6 -3.1 -4.1

金融取引純利益 17.2 90.6 13.9 34.2 12.6

その他営業収益 0.3 0.2 0.3 0.6 1.0

収益合計 445.1 469.4 162.7 111.3 109.8

 

一般管理費 -160.5 -127.8 -80.6 -75.9 -74.5

減価償却費 -2.7 -1.8 -1.6 -1.6 -2.1

その他営業費用 -6.2 -4.8 -5.2 -3.1 -3.7

費用合計 -169.4 -134.4 -87.4 -80.6 -80.3 

 

営業利益 275.7 335.0 75.3 30.7 29.5

処分(純額) -83.2 -82.5 -11.6 0.5 -3.6

公租公課 -51.9 -81.9 -19.2 -7.1 -8.0

当期利益 140.6 170.6 44.5 24.1 17.9

 

 2010年 2009年 2008年 2007年 2006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 12,887.7 20,912.3 1,879.6 5,598.8 6,349.3

金融機関に対する貸付金 1,697.6 1,851.2 2,440.0 2,513.8 2,680.6

貸付金   133,729.1 123,624.1 104,658.1 77,937.7 66,811.9

債券およびその他利付証券 28,759.5 25,604.1 17,631.6 17,748.3 21,567.3

株式および出資持分 1.0 0.7 0.3 0.1 0.0

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 13,024.0 11,105.3 16,094.3 5,863.8 0.0

有形資産 6.9 3.6 4.4 3.2 3.4

その他資産 67.5 19.3 25.9 249.1 3,067.0

前払費用および未収収益 26.4 7.1 3.7 2.3 694.1

資産合計 190,200.2 183,128.2 142,738.5 109,917.6 101,174.1

 

金融機関に対する負債 3,438.9 7,348.1 5,390.2 4,627.4 3,618.4

有価証券 173,851.9 164,696.1 126,106.1 93,561.4 93,388.2

デリバティブ 10,794.2 9,873.0 10,675.0 11,275.2 0.0

その他負債 66.4 349.6 40.4 32.2 3,105.6

未払費用および前受収益 44.1 35.6 13.5 8.3 755.2

年金および類似の債務に対する引当金 1.2 0.9 0.4 0.2 -

劣後債務 1,002.9 - - - -

負債および引当金合計 189,199.5 182,303.4 142,225.6 109,504.6 100,867.4

非課税準備金 217.9 134.7 52.2 40.5 41.1

資本 782.8 690.2 460.7 372.4 265.6

負債、引当金および資本合計 190,200.2 183,128.2 142,738.5 109,917.6 101,174.1

 

　1. 比較対象となる2006年度以前の年度の数値はその従前の会計原則に従っています。
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取締役会および社長は、
	
当期利益	 140,622,181	
繰越利益	 347,643,496	 	
公正価値準備金	 -11,360,323	 	
合計	 476,905,354

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	 476,905,354

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・リスクについての所要自己資本合計以上に
相当する程度の自己資本を保有し、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、10.09％（前年度：3.55
％）となりました。提案された利益の配分後の自己資本は
1,888百万クローネ（前年度：619百万クローネ）となり、
最終的な最低所要自己資本は187百万クローネ（前年
度：174百万クローネ）となりました。項目の詳細について
は、キャピタル・カバレッジについての注記24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
を全うすることができるという評価以外に影響を与えるもの
ではありません。

公社の業績および一般事項に関する情報に関しては、前
記の損益計算書および貸借対照表ならびに財務書類に関
する注記をご参照下さい。

余剰金処分

2011年３月１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2011年３月１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

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
 取締役会会長

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見通しを提供すること、ならびに公社を取り巻く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。

年次報告書は、下記のとおり、2011年３月１日の取締役会によって発行につき承認がなされました。公社の損益計算書
および貸借対照表は、2011年４月７日の年次総会での承認を受けることになっています。
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我々は、2010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、会計記録ならびに、取締役会お

よび社長による経営につき監査しました。公社のかかる計

算書類および経営ならびに年次計算書類の作成における

金融機関および証券会社の年次会計に関する法律の適用

は、公社の取締役会および社長との責任のもとにあります。

我々の責任は、我々の監査に基づき、公社の年次計算書類

および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

準に従い監査を実施しました。かかる基準により、年次計算

書類に重大な誤謬がないことを我々が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、当該計算書類の金額および開示を裏付ける証拠の試

査が含まれます。監査にはまた、採用された会計原則と公社

の取締役会および社長によるその適用の検討ならびに年次

計算書類の作成において取締役会および社長が行った重

要な見積りの検討、ならびに年次計算書類の情報の全般的

な表示に関する評価も含まれます。我々は、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、活動および状況を精査しまし

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精査しました。我々

は、我々の監査が以下の我々の意見に対して合理的根拠を

与えていることを確信しています。

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、また公社の財政状態お

よび経営成績をスウェーデンにおいて一般に認められる会

計原則に従い、真正かつ公正に示しています。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。

我々は年次株主総会に対して、損益計算書および貸

借対照表を承認すること、法定経営報告においてなされ

た提案に従い利益を処分すること、ならびに取締役およ

び社長の当該会計年度についての責任を解除することを

勧告します。

2011年３月１日、スウェーデン、エーレブロー

アーンスト・アンド・ヤングAB

ペーター・ストランド
公認会計士

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
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審査報告書

審査報告書

年次総会にて選任された我々一般監査人は、スウェーデン
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
るか試査することです。

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

会会長および公認会計士と討議することによって、その意見
および試査に合理的な根拠を与えるのに必要な焦点および
範囲で監査が行われました。

我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的に納得の
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。

2011年３月１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



ボフスレーン博物館
ウッデバーラ・コミューンは1993
年からスウェーデン地方金融協同
組合の組合員です。
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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.

ホームページ: www.kommuninvest.org




