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公社1は、地方自治体向け貸付市場において条件の改善に力を合わせるた
め、1986年に9つのコミューンおよびランスティング・エーレブローにより
設立されました。公社はまた、地方自治体部門において財政安定の向上
に寄与しています。

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、公社ですべての営業活動が実施されています。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/リジョンならびに組合員に支配される会社、団体や連合体のみが、公
社から借入れを受けることができます。

公社は、最上位の信用格付Aaa/AAA(アウトルック安定的)を有してい
ます。かかる信用格付は、スウェーデン地方金融公社の債務に対して組
合員のすべてが供与する連帯保証により裏付けられているものです。

公社のビジョンは、地方自治体の財務管理にとって世界最良の機関と
なることです。

1)  1-11頁において、「公社」とは、文脈により、スウェーデン地方金融協同組合および/または信用専門会

社(credit market company)であるスウェーデン地方金融公社をいいます。12頁以降について、「公社」

とは、特に明記されていない限り、スウェーデン地方金融公社をいいます。

より有利な貸付条件を得るための協力

過年度の要約 スウェーデン地方金融公社
2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

総資産(十億クローネ) 312.1 277.5 283.3 234.0 190.2

貸付金(十億クローネ) 222.8 208.6 201.0 168.1 133.7

当期利益(百万クローネ) 568.4 590.7 320.6 300.6 140.6

組合員数(合計) 280 278 274 267 260

うちコミューン 272 270 266 259 253

うちランスティング/リジョン 8 8 8 8 7

コアTier1資本比率1(％) 34.6 37.0 15.2 22.9 40.3 

Tier1資本比率2(％) 34.6 37.0 15.2 22.9 40.3 

総自己資本比率3(％) 49.3 59.5 30.4 45.7 80.6 

レバレッジ比率(CRRに基づく場合)4(％) 0.76 % 0.57 % 0.33 % – –

レバレッジ比率(劣後ローンを含む場合)5(％) 1.09 % 0.91 % 0.65 % – –

1) リスク・エクスポージャー額に対するコアTier1資本。29頁および注記28をご参照下さい。
2) リスク・エクスポージャー額に対するTier1資本。29頁および注記28をご参照下さい。
3) リスク・エクスポージャー額に対する総自己資本。29頁および注記28をご参照下さい。
4) 総資産および約定(エクスポージャー)に対するTier1資本。30-32頁および注記29をご参照下さい。
5) 総資産および約定(エクスポージャー)に対するTier1資本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。30-32頁をご参照下さい。

地方自治体の
借入れ*における
市場シェア
2014年12月31日現在
予想

  公社を通じての借入れ 
44％(前年44％)

  銀行からの資金調達    
30％(前年32％)

  独自の資金調達プログ
ラム 26％(前年24％)

* 残高全体

出所：公社 

貸付ポートフォリオ
2014年12月31日現在

  コミューン 40％

 　 (前年40％)

  地方自治体の住宅供給
会社 29％(前年30％)

  地方自治体のその他の
会社 22％(前年21％)

  地方自治体のエネ
ルギー供給会社 8％                  
(前年8％)

  ランスティング/リジョン 
1％(前年1％)

出所：公社 

スウェーデン地方金融公社・年次報告書
本書は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の年次報告書です。

(訳注)この日本語版は、英語版からの日本語翻訳版です。

親 団 体であるスウェーデン地 方金融 協同 組合 の年 次 報告書はホームページw w w.

kommuninvest.orgでご覧いただけます。

表紙：ウーメオのコールベックスブロン橋。写真：イーリン•フォト/シャッターストック
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公社の概要



安全で費用効率の良い
貸付けのための協力関係 

スウェーデンの地方自治体のための資金調達窓口機関
(local debt office)としての公社の役割は、組合員および顧客、
すなわちスウェーデンのコミューン、ランスティング/リジョン、

地方自治体の関係会社およびその他の地方自治体機関に安全で
費用効率の良い資金調達を提供することです。

地方自治体当局が学校、高齢者介護、インフラまたはその他
住民向けサービスの改善へ投資する資金を調達するための

借入れのうち、公社はその40％超を占めています。

•
1986年の設立以来、公社は地方自治体部門の借入コストにつき数
十億クローネもの額を軽減するのに役立ってきました。最終的に、
これは、地方と地域のレベルの両方で市民に恩恵をもたらし、向上

した公共サービスを利用できるようにしています。 

•
公社を背景とする基本的な考えは、コミューンおよびランスティン
グ/リジョンが、協同することにより、個々に行うよりも安全にかつ

低いコストで資金の借入れを行えるということです。協同し、地方自
治体部門もまた、財政管理における専門知識を増やすことが

できるのです。

•
公社は、272のコミューンおよび8のランスティング/リジョンにより

所有されています。2014年度末現在、公社の貸付総額は
2,230億クローネに上りました。 

公社の任務 



地方自治体向けの資金調達における指導的役割 
公社のビジョンは、地方自治体の財務管理にとっ
て世界最良の機関となることです。公社は、スウ
ェーデンの地方・地域部門の発展および健全か
つ持続可能な社会であるための投資に資金を調
達しています。

すべてに開かれてた存在であること 
協同組合は組合員組織であり、地方自治体の価値
に基づき、公共資金調達の問題において地方自治
体部門を効率的に代表します。公社は、公共的で
社会に恩恵をもたらす業務を行っています。

公社の信用度は、協同組合の組合員による連
帯保証により裏付けられています。このことによ
って、適格投資家および適格金融機関は公社を
魅力的な取引相手先と考えています。

協同組合は、組合員となることを希望するスウ
ェーデンのコミューンおよびランスティング/リジ
ョンすべてを受け入れています。組合員自身が、

業務の重点を決め、組織に対する最終責任を負
っています。各組合員がその規模、取引量または
出資額にかかわらず1個の議決権を有していま
す。

公社は、自らの利潤を生むことを意図していま
せん。公社の目的は、組合員に経済的便益を提供
することです。必要な内部留保を除いて、すべての
余剰金は組合員に供与されることになります。

意欲的かつ有能な従業員を擁していること
で、公社は、顧客にとって競争力のあるソリューシ
ョンおよび優れたサービスを提供する、質と知識
を指向する機関たりえています。

公社の目標は、社会および金融市場関係者に
とって、公社が安定した、効率の良い、知識豊富
なプレーヤーと認められることであり、地方自治
体のための資金調達窓口機関として社会に恩恵
を与える公社の役割は、スウェーデンの地方自治
体部門に、資金調達を中心として可能な限り最も
効率的な財務管理を提供しています。 

公社は公共の利益に重点を      
置いています 
公社はスウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョン向けの最大の信用の提供者です。公社の
貸付けは、医療サービス、教育および介護のための施設といった福祉や、環境に優しいエネルギーの生
産、公共輸送および人口増加に対応するための住宅供給を中心とする投資のために用いられています。
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顧客 | 地方自治体向けの資金調達において顧客のニーズを満たしています 

公社は、資金調達を中心として、地方自治体の財務管理のために商品およびサービスを提供しています。顧客のニーズおよ
び課題に敏感であることにより、また費用効率の良い貸付け、知識の移転および顧客の日常業務上の個別の課題に対応す
るツールを提供することにより、顧客満足度を引き上げることができます。公社は、顧客のためにより低コストでより良い商
品およびソリューションをもって差別化できるよう努めています。 

目標 顧客満足指数　2009年－2014年1

スウェーデンの品質指数である顧客満足指数(CSI)に従
い、類似機関よりも持続的に良い結果を有すること。ただ
し、最低でも満足度72。 
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2014年度の目標達成度
2014年に実施された顧客調査において、公社に対するCSI
は78でした。類似機関に対する平均は71でした。

持続可能性 |  意欲的な従業員および効率の良い作業方法とともに、知識指向の業務は、財務の
安定および保守的なリスク選好度をもって運営されています 

公社は、自らの利潤を生むことを意図していません。すなわち、公社の主な目的は、スウェーデン地方金融協同組合の組合
員に経済的便益を提供することです。目的は、自身の義務に専念する知識豊富で有能な従業員および効率的なプロセスを
特徴とする組織により一層容易に達成されます。公社が財務の安定および保守的なリスク選好度の水準を高く維持するこ
とも重要です。

目標 従業員満足指数　2009年－2014年1

スウェーデンの品質指数である従業員満足指数(ESI)に従
い、2017年度末までに他の公共部門の雇用主よりも良い
結果を有すること。ただし、最低でも満足度72。

40

50

60

70

80

201420132012201120102009

2014年度の目標達成度
2014年に実施された従業員調査において、公社に対する
ESIは72でした。類似の雇用主に対する平均は70でした。

資金調達 | 安定的かつ費用効率の良い自己勘定の債務管理 

公社の資金調達業務および流動性管理は、顧客のニーズを支援するために必要不可欠です。資金調達ついての目標は、
不安定な時期においても、資金調達を常に可能な限り低いコストで実行可能とすることを目標とする時期においても、
公社にとって自身で資金調達を可能とする必要性の表れです。容易に利用可能かつ確実な流動性への備えもまた必要
不可欠です。

目標 2014年度の目標達成度
国際的投資家満足指数(ISI)に従い、2017年度末までに、
地方自治体にとって最良の資金調達機関になることで
す。2017年度末までに、スウェーデンの債券市場におけ
る借入コストが、上位5位までのコミューン/ランスティン
グ/リジョンの借入コストの平均より0.25パーセントポイ
ント下回ること。

2014年に実施された調査において、公社は10の機関の中で3
番目に優良な地方自治 体向け資金調達機関となりまし
た。2014年度における公社のスウェーデンの債券市場におけ
る資金調達コストは、上位5位までの組合員である地方自治体
当局独自の資金調達コストの平均より0.15パーセントポイント
下回りました。

1) 調査は2011年および2013年には実施されておらず、使用数値は平均値です。

1) 調査は2011年および2013年には実施されておらず、使用数値は平均値です。

目標および        
目 標 達 成 度
公社は、中核業務において継続的な改善に向けた長期的な取組みに注力してい
ます。戦略が2013年度に採択されました。

年

年年年年年年

年年年年 年
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公社の任務は、スウェーデンの資本市場および国
際資本市場において、可能な限り小さなリスクで
かつ最も有利な条件で資金を借り入れることで
あり、次の段階では、スウェーデンの地方自治体
部門に可能な限り安定して費用効率の良い資金
調達を提供することです。 

共同所有され、信用度は最高ランクです
業務は、信用専門会社であるスウェーデン地方金
融公社(以下「公社」といいます。)内で実施されて
います。公社はスウェーデン地方金融協同組合(以
下「協同組合」といいます。)の組合員により所有お
よび支配されています。2014年度末現在、スウェ
ーデンのコミューンの94％およびランスティング/
リジョンの40％が協同組合の組合員です。現在ま
で、協同組合を脱退した組合員はいません。このこ
とにより、公社は事業のメリットが認識されている
ことが明確に証明されていると考えています。

公社が費用効率の良い貸付けを提供する能力

があるということは、公社が信用アナリストおよび
投資家によって高い評価を得ている機関と認めら
れている事実に基づきます。公社は、2つの信用格
付機関から最上位Aaa/AAA(アウトルックは安定
的)の信用格付を保持しています。格付けにとって
非常に重要なのは、すべての組合員によって署名さ
れ、公社のすべての債務をカバーする無条件の連
帯保証です。

強い保証
スウェーデンのコミューンおよびランスティング/
リジョンは課税権を有し、破産宣告を受けること
はなく、合併の場合を除いて存在が消滅すること
もないため、組合員からの保証はとても強いもの
とみなされています。信用格付の高さについての
もう1つの要因は、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/リジョンまたは組合
員により支配され保証を受ける機関にのみ資金
を貸し付けていることにあります。 

連帯保証が公社の強みの一因です
公社はスウェーデンの地方自治体部門にのみ資金を貸し付けています。業務にはスウェーデン地方金融
協同組合の組合員により保証が付与されています。組合員は連帯して保証状を締結し、組合員の信用度
を通じて、資本市場において公社が確固とした地位にあることに寄与しています。

スウェーデン地方金融協同組合
公社を共同所有する組合員が公社の債務を保証しています。

理事会はコミューンおよびランスティングから選出された

政治家で構成されています。

流動性管理
貸付けが実行されるまでの間、借り入れた資金は流動性準

備金として管理されます。

流動性準備金総額：650億クローネ

スウェーデン地方金融公社
金融業務を実施しています。

取締役会は、特に公共管理、

資本市場および事業開発の専門

知識を有する取締役で構成され

ています。

資金調達
公社はスウェーデンの資本市場および国際資本市

場において債券およびコマーシャル・ペーパーを発

行することにより自ら資金を調達しています。

借入総額：2,970億クローネ

貸付け
公社は、スウェーデン地方金融協同組合の組合員

であるコミューンおよびランスティング/リジョンにの
み資金を貸し付けています。また組合員からの保証が
ある場合には、地方自治体の関係会社、団体や連合

体に対しても資金を貸し付けています。
貸付総額：2,230億クローネ

公社のビジネス・モデル
公社のビジネス・モデルは、協同組合組織と金融業務との

間の明確な責任分担に基づいています。つまり、協同組合

への参加および連帯保証については協同組合内で管理さ

れ、一方、借入れ、流動性管理および貸付けについては信

用専門会社の役員により管理されています。
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公社の計画の基礎は、1.5％のレバレッジ比率を
達成することに置いています。協同組合の2014
年年次総会の決議を通して、それより高い要件
にも対応できるように備えています。2014年度に
おいて、報告されたレバレッジ比率は0.76％(前
年度：0.57％)でした。協同組合から貸し付けら
れた10億クローネの劣後ローンを含めた場合、
レバレッジ比率は1.09％(前年度：0.91％)でし
た。詳細については、30-32頁および注記29をご
参照下さい。

EUにおける流動性カバレッジ比率上の  
レベル1資産
2014年10月に、流動性カバレッジ比率(LCR)に関
するEUの権限委譲法が公表されました。EU内で
は、スウェーデン地方金融公社が発行する有価
証券は、レベル1資産として知られる最も高いレ
ベルに含まれます。規制が、公社が発行する有価
証券への需要の増加につながりました。

貸付金は2,228億クローネ(前年度：2,086億ク
ローネ)に上りました 
これまで、公社は貸付けを増加させてきました。
かかる増加は、組合員数が増加したこと、またま
すます多くの組合員が公社から借入れを行うよう
になったことに起因しています。貸付けは2014年
度においても引き続き増加し、当該年度末現在
では2,228億クローネ(前年度：2,086億クローネ)
に上りました。すべての貸付けは協同組合の組合
員または組合員が保証を付与する地方自治体機
関に対して行われています。

新しい債務管理システムに対する強い支持 
2014年度において、公社は、地方自治体部門向
けに特別に開発した債務管理システムをスタート
させました。このシステムは、市場に関する他の
システムよりも低額の費用で高い機能性を提供
するものです。当該年度末までに、協同組合の
82(前年度：－)の組合員がこのシステムに申込む
ことを選択しました。

今後の自己資本の         
増額に関する決議
2018年1月1日からEUで導入が予定される新しい自己資本要件、すなわちレバレッジ比率を満たすことを
目的として、公社内で自己資本の増額のプロセスが進行中です。協同組合の2014年年次総会での決議を
通して、新しい要件を満たせるように備えています。 

スウェーデン地方金融    
協同組合
新規組合員

クリッパン・コミューン

マルカリュード・コミューン

組合員である地方自治体 
2014年12月31日現在

2014年度末現在、272のコミューンおよび8のラン
スティング/リジョンがスウェーデン地方金融協同
組合の組合員です。

 コミューン

ランスティング/リジョン
ダーラナ

イェブレボリィ

ソームランド

ウプサラ

ベルムランド

ベストマンランド

ノルボッテン

エーレブロー

レバレッジ比率
%

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR

141312

  レバレッジ比率(CRRに
基づく場合)

  レバレッジ比率(劣後ロ
ーンを含む場合)

  2012      2013    2014年
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変化の風が吹くと、ある者は壁を築き、また別の者
は風車を建てます。これは私の言葉ではありませ
んが、この一年についての私の見解を反映してい
ます。状況が急速に変わりやすい複雑な世界に
おいて、変化は、新たな標準となります。それで
も、公社には、効率的な風車も優れたシェルター
も必要です。それにより、継続的に新たな課題を
提示する環境において、公社のサービスを発展さ
せつつ、地方自治体部門のニーズに対応すること
ができるでしょう。 

公社内の発展への取組みは、リーダーシップ
を含む多くの分野に影響を及ぼします。現代の職
場において、従業員は、自らの能力を最大限に生
かし、また職務において基本的安心感をもつこと
のできる、優れたリーダーシップを求めます。私
の見解では、公社の組織は前年度より一層強化
されており、従業員はより満足しています。

公社の発展のプロセスは、2008年から2009
年にかけての金融危機以降導入された、広範囲
に及ぶ規制変更によっても推進されました。すべ
ての金融機関は影響を受けており、また多くは、
公社と同様に、事業に集中できるようにこれが早
く終了されないかと思っているでしょう。しかしな
がら同時に、公社の全員が、この取組みに終わり
がないことや、規則の変更は大いにその機関自身
の為になることに気付くでしょう。

当該年度にわたって、方法論および表示の双
方の点で、自己資本充実度評価プロセス(ICAAP)
に関する作業が展開されました。ICAAPは、リス
ク管理の主要なツールであり、また、スウェーデ
ン金融監督局との話し合いのための適切な基準
を提供しています。 

協同組合の組合員および顧客のための事業価
値への重点的扱いが重要です。公社は、顧客の
財務管理の改善およびその負担軽減に貢献でき
るような商品やソリューションによる場合を含
み、顧客との関係をより深めようと絶えず取り組
んでいます。優れた例は、公社が地方自治体部門
のために開発した新たな債務管理システムです。
協同組合の組合員は、これまでのソリューション

の費用のほんの一部で、より良いシステムを証明
しています。

自己資本の増額および価格決定
2018年から実施される最低レバレッジ比率の遵
守に向けた公社の戦略は、貸付マージンの引上
げによる自己資本の増額を基礎に置いています。
異なる資金調達の選択肢について価格を比較す
る際、地方自治体の借り手の多くは、公社から受
け取る還元を考慮していないことが次第に分かっ
てきました。その結果、親団体である協同組合の
2014年年次総会は、直接的な資本出資をもって
改善されたモデルを採用しました。その実施に
は、かかるモデルについて、2015年年次総会に
おいても再度決議を必要とします。組合員から受
ける支援を考慮して、公社は、価格が実際の借入
コストをよりよく反映するよう、価格調整に着手し
ています。

自己資本の問題への重点の変更は、事業およ
び取締役会の双方を活性化させています。価格
決定において何が反映されるべきかについて多く
の有益な議論がなされ、また、営業成績に寄与す
る様々な部分の掘り下げた知識が提供されてい
ます。公社のような非営利事業においてでさえ、
一定の業績を達成する必要があります。

レバレッジ要件に関する規制は今尚策定中で
あり、かかるプロセスから浮かび上がる兆候は様
々です。これは、公社は最終基準が高くなる場合
に備えなければならないことを意味しています。

複雑な外部動向
世界経済の風は、マクロ経済動向が様々な方向に
引っ張られることで、これまでの長い間よりさら
に予測不可能となっています。超低金利環境によ
り、課題と不確実性も現れています。欧州がロシ
アの危機問題により多く晒されたため、日本およ
び欧州双方において、成長は弱いものでした。米
国と英国は、成長率の上昇および失業率の低下と
共に、回復の段階にあります。

ギリシャがどのように救済されるべきであった

変化は新たな標準に
公社は、顧客のニーズと広範囲に及ぶ規制変更に従って動き、組織として徐々に発展してきました。自己
資本の増額を目的とした新たなモデルは、将来において、公社の実際の借入コストをよりよく反映した価
格決定をもって行動できることを意味しています。
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かに関する議論は、欧州中央銀行により開始され
た金融刺激策の効果についての不透明感ととも
に、欧州の経済動向についての不確実性の一因
となっています。

全体として、金融市場を混乱させる可能性が
ある多くの要因があります。しかしながら、歴史
的にみて、危機によって、公社のような最も安全
な借り手に対する投資家の関心は高まります。公
社は世界の異なる経済圏の多くで活動していま
す。その結果、公社は、借入コストおよび価格決
定がどのように影響を受けるかを予測することが
できるよう、戦略を適合させ、動向に遅れずに対
応していかなければなりません。

スウェーデンの地方自治体部門は比較的財務
面の備えが整っているものの、当然ながら外部
動向により影響を受けます。かかる部門の投資
は近年増加しており、かかる動向は継続されるで
しょう。地方自治体部門の財政状態を監視するこ
とで、コミューンおよびランスティング/リジョンが
人口構造の変化に伴う課題をどのように対処する
かにつき公社が把握することを可能とします。

コア・コンセプト
公社のコアターゲット・グループ、すなわち顧客、
投資家および規制機関に対して公社のコンセプト
のメリットを説明することは、引き続き今後数年
間の主要な任務となります。

多大な労力が費やされました。2014年度におい
て、投資家との長期的な関係、借入市場への頻
繁な参加およびスウェーデンの地方自治体の資
金調達モデルへの大きな信頼は、引き続き公社
に成果をもたらしました。これを書いている時点
で、公社の従業員は、これまでの最小の資金調達
コストで、米ドル建てベンチマーク取引を完了し
たところです。

しかしながら、情報にあふれた世界に生きて
おり、雑音の中で聞き取る努力を続けなければな
りません。そうして公社は、顧客が、公社の非常に
優れた信用力から恩恵を受けられるようにするこ
とができます。公社が持分保有者および顧客に
対する使命を遂行する能力は、金融市場に暗雲
が立ち込めるときであろうとも、公社の主要な優
先事項です。

スウェーデン地方金融公社

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会会長
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2014年度において、公社の貸付けは6％増加しま
した。これは主に、第4四半期時点での競争力の
向上によります。大幅な人口増加、都市化および
人口構造の変化により投資ニーズが生じており、
地方自治体部門の資金調達ニーズは増加し続け
ています。地方自治体のサービスに対する住民
のニーズを満たすためには新規の投資のみなら
ず古い施設やインフラの改修も必要とされてい
ます。将来的な投資ニーズが相当多いとすれば、
投資資金をできる限り有効に使用できるように
地方自治体当局が協力および分業する機会をさ
らに多く与えることができればメリットをもたら
します。

公社の営業利益は、過去2番目に高いもので
あり、これは公社が2018年に導入予定のレバレッ
ジ要件を満たす目的の、自己資本の長期的な増
額に関する持分保有者指令を反映しています。

特に規制の変更を受けて、業務上の費用は増
加しつつあります。規模の点では、公社の組織は
効率的な組織であり続けています。2014年度に
ついて、管理費用(安定化政策費用を除く)対貸付
金の比率は8ベーシス・ポイントを下回りました。

欧州において、量的緩和政策およびゼロ金
利、さらにはマイナス金利政策が金融業務の条
件の変化の一因となっています。公社の強みは、
その任務の枠組みの中で、特に資金調達におい
て柔軟に活動できることです。

地方自治体の協力のメリット
公社の枠内における地方自治体部門の金融協力
のメリットは重要です。資金調達を行う上で共に
活動することにより、地方自治体当局は借入れに
対する金利軽減の形で大幅な節減を生むだけで
なく、不安定な時期においても借入れの利用を改
善できるようなより強力な金融インフラを構築し
ています。

しかしながら、地方自治体のための資金調達
窓口機関としての公社の役割は、地方自治体の

資金調達条件が、が地方自治体当局が資金を独
自に確保するか、協同して確保するかによって選
択が異なることで影響を受けます。当然ながら、
スウェーデンの法令は地方自治体部門が公社と
30年近くにわたり発展させてきた金融協力の形
態を見込んでいませんでした。したがって、公社
は、2014年11月にスウェーデンの国会(Riksdag)
に提出された地方自治体の金融協力に関する法
規制の見直しの提案を歓迎しています。

顧客指向 
公社は、技術的変化、地政学的変化およびマクロ
経済のシフトのほか、明確な顧客の要望や競争
の激化によりもたらされる大きな外部変化の時期
にいます。公社自身においても急速な成長で変化
の必要が生じています。公社組織としても、個人
のレベルにおいても、持分保有者により公社に負
託された任務を成し遂げるには適応能力が極め
て重要です。

顧客満足度は2014年度における変化のプロ
セスの中心でした。公社が行い計画するすべてに
顧客の観点を反映することは、それが大きな対応
でも小さなものでも、中心的な任務であり、かか
る任務において公社が協力を強めていることが
分かります。当該年度中、公社は債務管理システ
ムをスタートさせており、このシステムは現在、数
百に上る組合員およびその関係会社で使用され
ています。公社はグリーンボンドによる資金調達
をすべての顧客に提供するための準備を大きく
進展させています。

このような理由で、2014年の顧客調査の結果
には特に満足しています(5頁をご参照下さい。)
従業員調査における明らかな改善の跡も満足の
いくものでした。これらが組み合わさり、公社が
株主、顧客および従業員の支持を得ていること
を語ってくれています。定められた針路に沿い続
けていることを示すものでもあります。

強固な基盤をもつ         
地 方自治 体の協力
スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョンは投資が非常に活発な時期にあり、当該部門の
借入れは2014年度においても引き続き増加しました。公社は、最大の貸し手としての地位を維持し、再
び好業績を示しました。業務については将来のレバレッジ要件に対して十分な備えを行っています。 
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 流動性規則における認識
2014年、欧州委員会は欧州の金融機関に対する
新しい流動性規則に関する最終のコミュニケー
ション(文書)を発表しました。公社の有価証券が
最終的にレベル1資産として分類されることは想
定外ではありませんでしたが、結論を前にして不
確定な面がある中では良いニュースです。これに
よって、最も質の高い資産クラスへの需要を生み
出しており、公社が有価証券を発行する際、現在
は銀行が重要な投資家に分類されるようになっ
ています。

依然として未確定な面が残る規制問題がレバ
レッジ要件です。レバレッジ要件について、公社
は、最終案が発表される2016年末まで待たねば
なりません。継続中の自己資本の増額および
2014年年次総会の決議を通じて、公社の持分保
有者は、公社の業務に対して長期的な責任を負う
ことをすでに示しています。持分保有者が公社と
の提携関係において示す信頼は、私および同僚
にとり大きな励ましになります。自己資本の増額
に関してさらに発展させたモデルについての2回
目の決議が2015年年次総会において行われる予
定です。

同僚への謝意
公社の取引高は1988年以来年々増加しており、
現在、3,000億クローネを超えています。取引高

がここまでになっているということは、保守的か
つ明確なリスクに対する指示さらに厳格なリスク
管理かつフォローアップが実施されていることは
明らかです。ただし、これには何よりも有能かつ
誠実な従業員が求められます。

組織は2014年度においても強化され、従業員
数は80名弱となりました。私は、ここに改めて、当
該年度中の同僚の貢献に感謝します。－私は、ス
ウェーデンのコミューンおよびランスティング/リ
ジョンがスウェーデンにおいて福祉を効率的に強
化し続けられるように支援するという公社の任務
に対して確たる姿勢を守ります。

エールブロー、2015年2月

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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2010年度から2014年度までの5年間にわたり、
地方自治体部門の外部借入総額は名目ベースで
約1,250億クローネ増加しました。かかる増加は
主として、地方自治体当局および地方自治体の関
係会社による投資のペースが上がったことに伴う
ものです。投資は、地方自治体当局がその責務と
する多くの分野にわたり、インフラ、住宅供給お
よびエネルギー供給の分野に重点が置かれてい
ます。借入れの増加は、成長を続けている地方自
治体で主に生じています。2013年度において、地
方自治体グループの39％が債 務を返済中で
す。2014年度末現在、地方自治体当局の借入債
務は、対スウェーデンGDP比で、2010年度が11.0
％であったのに対して、13.4％に上ると見積られ
ています。 

スウェーデンの地方自治体部門への最大の貸し手
公社を通じて行われている地方自治体部門の借
入れの割合は、2000年度以降大幅に増加してき
ました。主な理由は、協同組合の新規参加の組

合員数が多かったことであり、これによりますま
す多くの地方自治体当局および地方自治体の関
係会社が公社から借入れを行うようになりまし
た。同時に、新しい金融規制を受けて銀行の競
争力は徐々に低下しつつあり、このことは主に公
社に対して恩恵をもたらしたのみならず、より規
模の大きい地方自治体である借り手にとっての主
要な代替選択肢である資本市場を通じての借入
れに対しても恩恵をもたらしています。2014年度
における地方自治体の借入市場についての公社
の評価に基づけば、公社がその44％(前年度：44
％)を占めました。銀行部門を通じての借入れは
30％(前年度：32％)を占め、また地方自治体当局
の独自の債券プログラムやコマーシャル・ペーパ
ー・プログラムによる資本市場を通じての直接借
入が26％(前年度：24％)を占めました。

1) 予想は、地方自治体部門内の債務および投資の傾向についての公

社の継続的なフォローアップに基づきます。本年次報告書公表時点

で、2014年度の完全なデータまたはコミューンおよびランスティン

グ/リジョン自体の年次報告書のいずれも入手不能でした。

公社の貸付けの         
市場拡大  
2014年度において、地方自治体の借入債務市場は330億クローネ増加して5,010億クローネ(前年
度：4,680億クローネ)1になりました。かかる増加は主として、地方自治体当局および地方自治体の関係
会社による投資のペースが上がった結果です。地方自治体の借入債務総額の44％(前年度：44％)は、公
社を通じて調達されたものです。
 

地方自治体の
借入れの形態 
スウェーデンのコミュー

ンおよびランスティン

グ/リジョンは、借入れ

による資金調達につい

て主に3つの調達源を

利用しています。

・公社を通じての借入れ

・銀行部門または他の

相対当事者を通じて

の借入れ

・短期金融市場および

債券市場を通じての

借入れ

地方自体部門の借入れおよび資金調達形態、2004年－2014年
十億クローネ %

 公社を通じての借入れ、十億クローネ　   銀行からの資金調達、十億クローネ 
 独自の資金調達プログラム、十億クローネ

 地方自治体部門の借入れの対GDP比、％

出所：公社
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損益計算書についての

比較数値は、特段の記

載がない限り、前年度

(2013年1月1日－12月31

日)の数値です。貸借対

照表ならびにリスクお

よび資本関連について

の比較数値は、特段の

記載がない限り、前年

度末日(2013年12月31

日)現在の数値です。

損益計算書および貸借

対照表ならびに資本変

動 表 につ いての 注 釈

は、財務書類の項でご

覧 いただけます。(43

頁、45頁および47頁を

ご参照下さい。)

過去10年間の地方自治体部門の借入れ

は、公社を通じての借入れおよび独自の

資金調達プログラムによる借入れの割合

の増加と、銀行部門を通じての借入れの

減少を特徴とします。年
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市場の状況－独自の資金調達プログラムによる
借入れが引き続き増加しています 
2014年度において、スウェーデンの地方自治体
当局は引き続き良好な流動性を確保し、公社、銀
行システムおよび資本市場を通じて、全般的に借
入れのニーズを満たす上で有利な機会を享受しま
した。各地方自治体当局では、銀行を通じた資本
市場での借入れをますます多く行う傾向が続い
ています。

公社は貸付けを増加させました
公社は、顧客のニーズに合うよう企図された貸付
商品を提供しており、かかる商品は短期または長
期に元本固定されたもの、固定金利または変動
金利によるもの、および期限前償還条項付また
は同条項が付かないものです。

2014年度末現在、公社の貸付金は2,228億ク
ローネ(前年度：2,086億クローネ)に上りました。

名目ベースでは、貸付金は前年度比で6％(前年
度：4％)増の2,184億クローネ(前年度：2,066億
クローネ)でした。2014年度通年の公社が行った
入札の落札率は83％(前年度：79％)でした。落
札率は、公社の貸付商品の価格を引き下げた結
果として、第4四半期において目に見えて高くなり
ました。

2014年度の約定済みの貸付け(新規の貸付け
および既存の貸付けの更新)は、1年超の元本固
定の貸付け84％(前年度：72％)および1年以下の
元本固定の貸付け16％(前年度：28％)で構成され
ていました。1年間から3年間の元本固定の貸付
けは、全体の49％(前年度：39％)を占めました。
当該年度末現在、元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2 . 2年( 前年
度：2.0年)でした。

顧客のニーズに          
合わせた貸付け 
これまで、公社は、組合員数が増加し、また、ますます多くの組合員が公社から借入れを行うようになっ
てきたことから、その貸付けを増加させています。貸付けは2014年度においても引き続き増加し、当該年
度末現在、2,228億クローネ(前年度：2,086億クローネ)に達しました。公社は791(前年度：773)の顧客を
擁し、そのうちの280(前年度：278)は協同組合の組合員です。

スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョンにのみ供与される貸付け
公社の貸付けのすべては、スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョンに対するものです。貸付けは以下の貸付先に行う
ことが可能です。 
・ 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/リジョン
・ 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/リジョンが持分の過半数を所有し、かつ貸付けに

保証を付与する場合には、かかるコミューンおよびランスティング/リジョン所有の関係会社
・ 保証が付与される場合、かつスウェーデン地方金融協同組合の単一または複数の組合員と密接な関係を有している場合には、コミ

ューンおよびランスティングの団体や連合体

貸付ポートフォリオの
貸付商品別内訳
2014年12月31日現在

  固定金利商品(元本固

定)(スウェーデン・ベン

チマーク債プログラム

に対する貸付けを含む)                      

50％ (前年46％)

  STIBOR商品(元本固定)     

43％(前年37％)

  公社金利商品                     

        4％(前年11％)

  3ヵ月物STIBOR商品 

      3％ (前年6％)

貸付けの借り手別内訳
2014年12月31日現在

  コミューン 40％(前年
40％)

  地方自治体の住宅供給会
社 29％(前年30％)

  地方自治体のその他の会
社 22％(前年21％)

  地方自治体のエネルギー
供給会社 8％(前年8％)

  ランスティング/リジョン    
1％(前年1％)

公社の最大の借り手グループ

は、コミューンおよび地方自治

体の住宅供給会社です。2014

年度末現在、当該グループは

貸付全体の69％(前年度：70

％)を占めました。

貸付高および組合員数、1987年－2014年
組合員数 十億クローネ
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協同組合の組合員数が増加し

たこと、また、ますます多くの

組合員が公社から借入れを行

うようになってきたことが、こ

れまでの貸付けの増加の一番

の要因です。 

 協同組合の組合員数   公社による貸付高

年
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市場の状況－公社の債券に対する   
好調な需要 
公社の発行する債券に対する需要は2014年度を
通して好調でした。この理由の1つは、公社が、最
上位の信用格付を有し、アウトルック(格付見通
し)が安定的とされる発行体のグループに属して
いることです。他の側面の中でも、信用格付は、
協同組合の組合員により引き受けられた連帯保
証のほかに、リスク管理、市場での地位および公
社の資産内容にも基づくものです。 

2014年度における借入れ－ベンチマーク債によ
る借入れの増加に注力 
2014年度末現在、公社の借入総額は2,971億ク
ローネ(前年度：2,606億クローネ)に上りました。

当該年度において、812億クローネ( 前年
度：962億クローネ)の借入れが、年限1年超の長
期債の形態で行われました。資金調達は、満期が
到来する借入れまたは期限前償還可能な借入れ
の借換えのため、貸付業務における新規の借入れ
の資金を調達するため、また現在の市場見通しを
踏まえた流動性準備金の額および貸付ポートフォ
リオの額を調整するために行われています。

公社は、ベンチマーク債プログラムにおける資
金調達を増やすことに積極的に取り組んでいま

す。当該年度中に2件の大口ベンチマーク債によ
る米ドル建て借入れが行われました。また2015年
1月に3件目が行われました。いずれに対する反応
も良く、各国中央銀行、公的機関および銀行の資
金管理部門による高い参加率が得られました。公
社により発行される有価証券は、EU内において、
レベル1資産(流動性カバレッジ比率(LCR)の算定
上、最も質が高いとされるもの)に含まれます。

総額414億クローネ(前年度：354億クローネ)が
スウェーデン・ベンチマーク債プログラムにおいて
発行され、当該年度末現在の残高は937億クロー
ネ(前年度： 785億クローネ)でした。当該年度にお
いて、さらに2件の債券が発行されました。当該プ
ログラムに基づく残存債券は合計6件です。

当該年度末現在、期限前償還可能な借入れが
満期まで保有されることを前提とする場合、公社
の借入残高の平均満期は5.7年(前年度：5.6年)で
した。かかる算定において最も早い償還が適用
されていたとする場合、平均満期は4.4年(前年
度：4.2年)でした。期限前償還可能な借入れで
は、一定の条件を満たした場合に、貸し付けられ
た資金に対して期限前償還を請求する権利を投
資家に与えています。

最上位の信用格付を有する      
重要な国際的機関 
公社は、コミューンおよびランスティング/リジョンへの貸付資金を、スウェーデンの国内資本市場および
国際資本市場において調達しています。リスクの低い発行体への需要が好調であったことにより、2014
年度において公社が有利な条件で資金調達活動を継続させることができました。当該年度末現在、借入
総額は2,971億クローネ(前年度：2,606億クローネ)に上りました。 

資金調達戦略－資金調達源の分散により安定性が強化されています 
公社の貸付資金は、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によって調達されています。資金調達戦略

は、以下に基づきます。
・ 市場、通貨、商品および投資家の観点からの資金調達源の分散。このような分散により公社の資金調達の安定性が強化されています。
・ 多くの戦略的資金調達プログラムを常に展開していること：スウェーデン・ベンチマーク債プログラム、米ドル建ベンチマーク債による資金

調達、ECP(ユーロ・コマーシャル・ペーパー)プログラムおよび日本市場における「債券の売出し」による資金調達。
・ 資金調達の50％をスウェーデン・クローネ建てとすること。スウェーデン・クローネ以外による資金調達はいずれも、スウェーデン・クロー

ネ、米ドルまたはユーロにスワップされています。

重要なSSA発行体 
公社は、国際借入市場において、SSA(ソブリン、国際機関および政府系機関)債として分類される有価証券を発行します。年間の資金調達額は
100億米ドルから150億米ドル相当です。公社はSSA部門における重要な国際的機関です。公社自身と比較される発行体としては、以下が挙げら
れます。

• オランダ自治体金融公庫(Bank Nederlandse Gemeenten)(オランダ)

• 欧州投資銀行(EIB)

• ドイツ復興金融公庫(KfW)(ドイツ) 

• ノルウェー地方金融公社(Kommunalbanken)(ノルウェー)

• デンマーク地方金融公庫(Kommunekredit)(デンマーク)

• フィンランド地方金融公社(Municipality Finance)(フィンランド)

• 北欧投資銀行(NIB)

• ドイツ農林金融公庫(Rentenbank)(ドイツ)  

借入れの 通 貨 別内訳 
 2014年度
(コマーシャル・ペーパーに   

よる借入れを除く) 

 スウェーデン・クローネ 53   
％(前年40％)

 米ドル 39％(前年52％)

 ユーロ 3％(前年0％)

 日本円 2.5％(前年7％)

 豪ドル 2％(前年1％)

 メキシコペソ、NZドル 0.5
％(前年0.3％)

様々な市場での資金
調達コスト
ベーシス・ポイント

-10

-5

0

5

10

15

20

25
USD

SEK

20191817162015

  スウェーデン・クローネ建て
の価格決定(米ドル3ヵ月物
Liborへのベーシススワップ) 

  米ドル建ての価格決定(対

米ドル3ヵ月物Libor) 
グラフは、2015年2月6日時点の

流通市場の価格決定を反映し

ています。公社の米ドル建て債

券(下の折れ線)と公社のスウェ

ーデン・クローネ建てベンチマ

ーク債プログラム(米ドル建て

で表わされています)(上の折れ

線)とを比較したものです。

出所：SEBマーチャント・バン

キング

年
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公社の取締役会の決議に従い、公社は貸付総額
の最低20％から最大40％までに相当する流動性
準備金を有することとしています。2014年12月31
日現在、当該準備金は貸付総額の30％(前年
度：30％)でした。当該準備金の大部分は、スウェ
ーデン中央銀行で担保として適格なものとすべき
とされています。これは、担保を差し入れる場合
にスウェーデン中央銀行において公社が流動性
を確保できることを意味します。2014年12月31
日現在、当該準備金の74％(前年度：86％)は、担
保として保有された有価証券を除き、各国中央銀
行とのレポ取引に適格なものでした。

2014年度における    
保守的な管理の継続
厳格な規則および保守的なアプローチが公社の
流動性準備金の指針となっています。2014年度
中、満期の短い投資ならびにリスク・ウェートが
ゼロであるカウンターパーティおよびカバード・ボ
ンドの比重を増したことで表されるように、慎重
さを継続することが管理の特徴でした。流動性
ポートフォリオの残存期間は1.9年(前年度：1.9
年)でした。

2014年度末現在、流動性準備金の75％(前
年度：78％)は、信用度の最も高い国または政
府関係機関により発行された有価証券およびカ
バード・ボンドに対して投資されました。また71
％(前年度：67％)はスウェーデンおよびドイツ
の発行体により発行された有価証券に対する投
資で構成されていました。15％(前年度：22％)
は満期までの残存期間が4ヵ月未満の有価証券
に対する投資でした。公社の信用リスク・エクス
ポージャーに関する詳細については、注記3を
ご参照下さい。

あらゆる状況において顧客のニーズを  
満たすための大規模な準備金
金融市場において不安定な時期においても公社の顧客へ資金の供給を続けられるようにするために、公
社は流動性準備金を維持しています。2014年度末現在、貸付ポートフォリオの20％から40％までの額と
する当該準備金は652億クローネ(前年度：624億クローネ)に上りました。 

流動性準備金に関する投資規則 
•  投資は主として、各国政府または政府保証付の金融機関により発行された有価証券に対して

行われるものとされます。

• 投資は、少なくともA2(ムーディーズ)および/またはA(スタンダード・アンド・プアーズ)の信用格
付を有するカウンターパーティのみに限られています。

•  投資対象の満期は最長でも5.5年です。

•  スウェーデン王国(スウェーデン国家)は、追加的な決定を要求されることなくカウンターパーテ
ィとして承認されています。スウェーデン外の借り手については、国ごとの借入上限が適用さ
れます。

詳細については、19－29頁の「リスクおよび資本の管理」の項または公社のホームページwww.kommuninvest.orgをご参照

下さい。

流 動性準備 金の投資
先格付別内訳
2014年12月31日現在

 Aaa/AAA 75％(前年78％)

 Aa1/AA+ 14％(前年9％)

 Aa2/AA 1％(前年-)

 Aa3/AA - 9％(前年11％)

 A1/A+ 3％(前年1％)

 A2/A  - ％(前年1％)

 A3/A -  0％(前年-)

 Baa1/BBB+ 0％(前年 -)

流 動性準備 金の投資
先発行体別内訳
2014年12月31日現在

  地方自治体または自治体

当局 6％(前年4％)

  各国政府または中央銀行 

20％(前年20％)

  国際開発金融機関 8％       

(前年7％)

  公的機関 1％(前年1％) 

  カバード・ボンド30％            

(前年31％)

  機関(北欧) 11％(前年13％) 

  機関(欧州) 19％(前年20％)

  機関(欧州以外) 5％               

(前年4％)

流 動性準備 金の投資
先所在国別内訳
2014年12月31日現在

 スウェーデン 54％                  
　  (前年52％)

 ドイツ 17％(前年15％)

 フィンランド 9％(前年8％)

  国際機関(欧州) 8％               
(前年6％) 

 カナダ 4％(前年2％)

 豪州 3％(前年3％)

 デンマーク 2％(前年4％)

 英国 1％(前年 該当なし)

 オランダ  1％(前年7％)

 国際機関(欧州以外) 1％ 
　  (前年 該当なし)

 米国  0％(前年 該当なし)
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技能集約型組織 
スウェーデン地方金融公社は、スウェーデンの地
方自治体部門および世界的な金融市場において
業務を行う、高度に専門的な金融機関です。従業
員の能力、価値観および企業文化には、特有の水
準が要求されます。公社の従業員の大多数は、大
学教育を受けた者であり、一部は大学院の修士
課程を修了しています。

公社の成功は、献身的な従業員、優れたリー
ダーシップおよび日々の業務において価値観が
十分に統合されているかにかかっています。雇用
主として強いブランドを持った、働く上で魅力的
な会社であることが重要です。これは従業員満足
指数(ESI)およびその他の方法によってフォローア
ップされます。2014年に実施された直近のESI調
査を通じて、ESIは、2012年に実施された調査で
は62であったのに対して72に向上しました。

多様性の方針
公社の取締役会により採択される公社の人事方
針は、平等および多様性が重要であることを強調
しています。性別、民族的背景、宗教・信条、年
齢、障害、性的指向またはトランスジェンダー・ア
イデンティティにかかわらず、技能を有する従業
員を惹きつけ、勤め続けさせ、さらに育成するよ
うにすることが目標です。2014年度末現在、公社
における平均年齢は42歳(前年度：43歳)で、23
歳(前年度：23歳)から64歳(前年度：65歳)までの
幅がありました。従業員総数のうち、44％(前年
度：40％)が女性でした。上級執行役員のうち、女
性の割合は50％(前年度：50％)でした。

従業員単独の責任 
公社の従業員は、自らが成長するための単独の責
任も、業務における各自の分担についての責任も
負うことが期待されています。すべての従業員
は、個々の目標を設定し、公社の目的および能力
ニーズに沿った能力開発計画を作成するために
管理者と毎年対話を行うことになっています。対
話は、従業員が各自の能力開発を進めているか
を確認するために6ヵ月後にフォローアップされま
す。従業員の知識および能力を高めるため、従業
員および管理者の双方とも、様々な形の個々に合
わせた能力開発および研修が提供されます。公
社内で全員に義務付けられている必須の研修プ
ログラムに加え、公社はまた、多くの従業員に対
して、短期または長期のスペシャリスト研修コー
スおよびリーダーシップ研修コースを提供してい
ます。戦略的な研修の取組みは、貸付グループ内
の従業員のために継続されており、かかる取組み
として、公社は、公認証券アナリストとなるための
ストックホルム商科大学での研修に費用を助成し
ています。

当該年度における従業員数の増加は主とし
て、金融部門においてすでに導入済の、また導入
予定の規制の変更に起因しているといえます。 

報酬方針 
経営陣に対する報酬および諸手当に関する情
報については、39頁および注記8でご覧いただ
けます。

技能を有する献身的な従業員が顧客を  
満足させています 
公社の業務の拡大および金融部門における新しい規制の双方により、一段と厳しい要求が組織としての
公社に課されています。公社の従業員は2014年度においても引き続き増加し、7名の新規採用により合
計77名(前年度：70名)となりました。当該年度中の平均従業員数は74名(前年度：66名)でした。 

行動規 範が 指 針を
提供しています
公社は確立した価値観

に 指 針を 置く組 織 で

す。行動規範は、公社

の共通の価値観、すな

わち完全性、参画、透

明性および良質性に従

い、公社の従業員が日

々の業務においてどの

ように行動すべきであ

るかという指針を提供

しています。

　行動規範は、公社の

従 業 員および 利 害 関

係者が公社について期

待することを要約した

ものです。当該規範、

現行の法令、規則およ

び業務の指針となるそ

の他の方針を遵守する

ことが、すべての従業

員の責任でありかつ必

要条件です。公社の管

理者には、当該規範に

沿って倫理環境を生み

出すことおよび当該規

範の遵守を促すことが

要求されます。

従業員統計 2014年 2013年 2012年 2011年

従業員総数 77 70 65 59

 うち女性 34 28 29 24

 うち男性 43 42 36 35

離職率(％) 8.2 4.4 14.5 5.4

病気休暇率(％) 2.4 1.9 1.5 1.2

平均年齢 42 43 42 42
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公社内および利害関係者間での   
知識の向上
スウェーデンの地方自治体部門は、将来多くの課
題に直面します。人口の高齢化、拡大する都市化
および住宅供給市場の分化は、大規模な投資の
ニーズおよび規制の変更と相まって、地方自治体
部門の状況および機会について新しく、より深い
知識を得られるような調査が必要になっていま
す。公社は、様々な方法で、地方自治体部門の財
政状態および課題に関連する調査を支援します。
とりわけ、公社はエーレブロー大学と協力して調
査を実施しています。協同組合は、その年次総会
で、年間500,000クローネを上限とする調査費補
助金を決定しました。

公社は、サービス提供組織であり、専門家とし
ての技能を有する有能かつ意欲的な従業員に高
く依存しています。従業員の技能は、公社の将来
の課題およびニーズに応じるために必要なペース
および方法で高められます。従業員が地位を向
上させるという目標に加えて、従業員が健康を維
持し、仕事と私生活の間で健全なバランスを取る
機会を提供されることも重要です。

「社会における公社」というコンセプトは、公
社のブランドを一般的な観点においても、雇用主
としてのブランドという特別な観点においても強
化することを目指す努力のための枠組みです。

コンセプトは、広範な視野を持って、地方との
相互関係を含め、様々な活動の中で体現されて
います。地方と相互関係を持つ目的は、地域社会
および社会的価値を高めている組織とともに、価
値を相互に交換することにあります。目的は、相
互関係先に対して、公社の従業員採用の機会を
高め、社会における公社のプレゼンスを明確に
し、また魅力的な職場として従業員の公社に対す
る認識を高めることです。 

方針に従った評価プロセス 
公社には、平等および多様性が浸透した組織お
よび文化があります。重要なのは、性別、民族的
背景、宗教・信条、年齢、障害、性的指向またはト
ランスジェンダー・アイデンティティにかかわら
ず、技能を有する従業員を惹きつけ、勤め続けさ
せ、さらに育成することです。

価値観を伴う業務は、以下を含む多くのガバナ
ンス・ドキュメントにより規定されています。
• 公社の人事方針。これは多様性および将来の

ニーズに対応する技能の向上への組織として
の見解をまとめたものです。

• 倫理方針。これは学習する組織であることの
重要性を強調したものです。

• 調達方針。これは環境、倫理および社会的な
要件を規定したものです。

• 行動規範。これは職場環境、多様性・差別、
汚職・収賄および外部関係や環境内の内部指
針です。

公社自身の環境負荷の低減
公社の目標は、公社自身の環境負荷の低減を通
じてなど、持続可能な社会の発展に貢献すること
です。環境面の取組みの出発点は、国連環境計
画・金融イニシアチブです。

知識、価値観および        
環境責任への注力
公社のビジョンにより、公社の業務は、地方・地域部門の発展のために資金供給を行い、健全かつ持続
可能な社会における投資に対して資金供給を行うことが明らかです。持続可能性という分野における取
組みは、知識構築、価値観を伴う業務および環境配慮という3つの機軸に基づきます。
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格付け
公社は、2002年以降ムーディーズから最上位の
信用格付Aaaを、また2006年以降スタンダード・
アンド・プアーズから最上位の信用格付AAAを得
ています。公社の格付けは、それぞれ2014年5月
および6月に、アウトルック(格付見通し)安定的と
確認されました。

格付機関は、その格付理由として、協同組合の
持分保有者により供与されている連帯保証、各国
中央銀行からの資金調達を利用する健全な流動
性準備金、貸付ポートフォリオの質の高さおよび
今後の法規制に備えて自己資本を増額する戦略
などの点を重要視しています。

目標達成度
2013年度以降、協同組合と公社は、共通のビジョ
ンおよび使命を有しています。戦略目標について
のフォローアップは、5頁に示されています。

5年間の要約
72－73頁をご参照下さい。

組合員の責任
2011年、基本的な連帯保証の引受け以外の組合
員の責任を明確にするため、公社および協同組合
は、かかる責任を明確化する2つの取決めを策定
しました。2011年会計年度より、責任の分担は、
約定文書を通じて各組合員に対して通知されて
います。公社の貸借対照表および各組合員の持
分に基づく約定文書が依拠する計算方法の詳細
は、注記3に記載されています。

リスクおよび不確実性
業務において、公社はその利益、財政状態、将来
の見込みまたは設定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
よび公社に影響を与える可能性があります。公社
が有能な従業員を採用および保持することがで
きなかった場合には、公社の競争力および発展
の機会が制限される可能性があります。公社のリ
スクおよび資本の管理についての詳細は、19
－32頁でご覧いただけます。

2015年度における余剰金の分配
協同組合の2015年年次総会による決定待ちです
が、協同組合は、2014年会計年度の余剰金の分
配について還元および出資への利息を適用する
予定です。このために、公社が2014年度の年次
決算において拠出したグループ補助金は725.6百
万クローネ(前年度：741.1百万クローネ)であり、
これはグループ補助金の拠出前の課税所得と同
額です。新たな出資金の支払に関する決定がなさ
れた場合、公社の取締役会は、すべての組合員が
参加する可能性が高いとみなします。

これは、公社の2014年度分の利益が自己資本
に反映されるまでに一定の遅れを生じることを意
味します。余剰金の分配の支払、協同組合への出
資金の支払、公社への資本注入は、協同組合の
年次総会による決定後3ヵ月以内に行われる見込
みです。2014年度業績に関連する資本注入の見
込 額 ( 未 承 認 )は 6 8 0 . 0百 万クローネ( 前 年
度：696.5百万クローネ)です。

自己資本比率
2014年12月31日現在、公社のコアTier1資本比率
は34.6％(前年度：37.0％)、Tier1資本比率は34.6
％(前年度：37.0％)、また総自己資本比率は49.3
％(前年度：59.5％)でした。詳細については、29
頁をご参照下さい。

利益処分
取締役会は、725.6百万クローネ(前年度：741.1
百万クローネ)に上るグループ補助金の支払後
の、利益処分可能資金311.5百万クローネ(前年
度：313.8百万クローネ)を利益処分として次期繰
越とすることを提 案しました。詳細について
は、74頁をご参照下さい。

貸借対照表日以後の後発事象
貸借対照表日以後、重大な事象は生じていませ
ん。2月12日付で、スウェーデン中央銀行は、レポ
金利を-0.10％に引き下げることを決定しました。
かかる決定は、効果が不透明であり、金融機関
や社会には新たに特殊な状況を生み出していま
す。ただし、公社の考えでは、マイナス金利環境に
よる公社の業績または財政状態への重大な影響
はありません。 

財政状態、その他
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リスク戦略
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/リジョンが行う投
資に対する資金調達において主要な役割を果た
しています。公社のリスク管理は、リスク負担の水
準を可能な限り低く抑えて業務を遂行するよう企
図されています。

公社のリスク・プロファイルおよびリスク負担
の許容度については、年次総会で採択される持分
保有者指令の形で毎年設定されます。持分保有
者指令では、公社のリスクは小さく、常に業務達
成に必要な範囲内でなければならないものとされ
ています。業務では、地方自治体法に基づき、投
機的活動は禁止されています。

公社の取締役会が採択したリスク戦略におい
て、取締役会は、リスクに関する基本的な見解を

まとめ、具体的にリスク選好度および公社が特定
するリスク管理に関する規則について詳述してい
ます。リスク選好度は、取締役会が備えている、持
分保有者からの任務を遂行するために公社がさ
らされるリスクを表します。リスク選好度は、任務
の枠組み内で、取締役会が次の年度において許
容する用意があるリスクの水準および収益の変動
として定義されます。リスク選好度は、定期的に、
ただし少なくとも1年に1回、設定されなければな
りません。リスク選好度の水準は、a)財政状態お
よび成長目標といった会社固有の要因およびb)同
期間に予想される市況により決定されます。

リスク戦略は公社のリスクの枠組みの一部で
あり、業務上のガバナンスおよび優れた内部統制
についての取締役会の基本手段を含みます。リス
クの枠組みは、財務会計に関する指示、コンプラ
イアンスについての指示、内部監査についての指
示、内部資本評価についての指示、ISDAおよび
CSAについての指示、与信についての指示、オペ
レーショナル・リスク方針、業務上のガバナンス
体制方針、危機管理方針、報告についての指示、
リスク戦略およびセキュリティ方針のすべてで構
成されています。

リスクおよびリスク管理
公社の任務、すなわちコミューン、ランスティング/
リジョンおよびその他の地方自治体関係者に対
する資金供給は、公社自らが国内資本市場およ
び国際資本市場で資金を調達することにより行
われており、顧客のニーズに応じて、調達した資
金を顧客に貸し付けます。このビジネス・モデル
は、公社が金融市場に関連するリスクにさらされ
ていることを意味します。ただし、他の金融機関
とは異なり、公社は預金業務または積極的なトレ

リスク・エクスポージャーを持続可能な  
水準で維持するために有効なリスク管理
スウェーデン地方金融公社の主な任務は、協同組合の組合員および公社から借入れを受けられるその他
の地方自治体関係者のために安定した効率の良い借入れを確保することです。業務は、限定的なリスク
を許容するだけというよりも、リスク選好度が制限的であることが特徴です。2014年度において、リスク
の管理における公社の目標、方針または方法に関して重大な変更は生じませんでした。様々な種類のリ
スクに対する公社のエクスポージャーにも大きな変動はありませんでした。

自己資本比率
%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 Total kapitalrelation3, %   

Primärkapitalrelation2, %  

Kärnprimärkapitalrelation1, %  

1413121110

 コアTier1資本比率1(％) 

 Tier1資本比率2(％) 

 総自己資本比率3(％) 

 要件4(％)

1)  リスク・エクスポージャー額に対するコアTier1資本
2)  リスク・エクスポージャー額に対するTier1資本
3)   リスク・エクスポージャー額に対する総自己資本の比率
4)  CRRに基づく2014年の総自己資本比率の要件：10.5％(2.5％の資本保

全バッファーを含みます。)。2010年から2013年まで：バーゼルⅢに基
づく自己資本要件8％
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ーディング業務を行っていません。
リスク管理プロセスの一環として、借入れで

は、貸付けにおけるよりも元本固定の期間が長く
なっています。貸付けの実行を待つ間、流動性額
は質の高い利付証券で構成される準備金に投下
されています。

有価証券への投資およびデリバティブ契約の
締結を行う際、業務に関する持分保有者の基本
合意に従って、リスク負担を最小限に抑えなけれ
ばなりません。かかる活動には、カウンターパー
ティがその義務の履行を行うことができない可
能性があるというリスクが伴います。したがって、
公社は、信用度の高いカウンターパーティのみと
取引を行います。公社が契約を締結するカウンタ
ーパーティに対しては、公社に対する義務が履行
可能かについて継続的にフォローアップします。

公社がさらされているリスク(総リスク)は、有
効なリスク管理を用いて管理され、軽減されてい
ます。残ったリスク(純リスク)は限定的であり、公
社の損失管理能力を考慮しつつ、長期にわたり
持続可能となっています。公社は、継続的に総リ
スクおよび純リスクの双方を低減するよう取り組
んでいます。

以下は、公社が定期的に管理し、評価を行って
いるリスクの種類の概要です。

信用リスク
信用リスクとは、カウンターパーティが期日にその
義務の履行を行うことができないことにより損失
が生じるリスクをいいます。信用リスクは、信用供
与におけるリスク、発行体リスクおよびカウンター
パーティ・リスクに分類されます。

2014年12月31日現在、公社の信用リスク・エ
クスポージャーの77％(前年度：77％)はスウェー
デンのコミューンおよびランスティング/リジョン
に対する貸付けによるもの、同エクスポージャー
の22％(前年度：23％)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であり、同エ
クスポージャーの1％(前年度：0％)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および純額(担保控
除後)の詳細は、注記3に記載されています。

信用供与におけるリスク
公社は、組合員および単一または複数の組合員
が持分の過半数を所有することにより決定的な
影響力を持つ承認された関係会社に限り信用供
与を行っています。地方自治体の関係会社、団体
や連合体に対する貸付けは、単一または複数の
組合員からの保証の裏付けが必要です。組合員
および承認された関係会社は継続的にフォローア
ップされ、会社全体としての観点から評価されま
す。信用供与におけるリスクとは、信用供与先が
その義務を履行できないリスクをいいます。

コミューン、ランスティング/リジョンおよびそ
れらが所有する関係会社のそれぞれについて、そ
れらが組合員となるための申請手続きの際に分
析が行われ、組合員としての期間中も継続的に分
析が行われます。組合員の財政状態の全体像を
把握するため、定量的リスク価値分析が行われま
す。分析には、損益計算書、貸借対照表、人口統
計および地方自治体の事業におけるリスクが含ま
れます。定量的分析が行われた時点で、必要な
場合には定性的分析も行われます。これは、地方
自治体の関係会社およびその財政状態をさらに
詳細に調べ、分析するものです。貸付けは、分析
を組み合わせる形で制限できます。

すべての公社の貸付けが、自己資本比率の観
点からリスク・ウェートが0％であるコミューンお
よびランスティング/リジョンに対して行われ、ま
たはすべての公社の貸付けはコミューンおよびラ
ンスティング/リジョンにより保証が付されている
ことから、公社の貸付業務におけるリスクは低い
のです。公社は、貸付けにおいて貸倒損失を被っ
たことはありません。

2014年度において、上位10の借り手は貸付け
の22％(前年度：22％)を占め、一方、これらの借り
手の総人口は、協同組合の組合員の総人口の12
％(前年度：12％)に相当します。これらの借り手
は、比較的規模が大きく、成長している地方自治
体であることが特徴であり、重要な業務は会社
形態で行われています。

発行体リスク
公社の流動性準備金は、各国政府および金融機
関により発行された有価証券で構成されていま
す。発行体リスクとは、発行体が満期に約定額の
全額を返済できないリスクをいいます。

公社の取締役会は、発行体ごとに総エクスポー

信用リスク・エクスポ
ージャー
2014年12月31日現在

  貸付け、リスク・ウェート0％ 
77％(前年77％)

  流動性準備金、                   
リスク・ウェート0％          
14％(前年13％)

  流動性準備金、                          
リスク・ウェート10%                
および20％                               
8％ (前年10％)
  流動性準備金、                   
リスク・ウェート50％            
0％(前年-)

 デリバティブ 1％(前年0％)

信 用の 集 中－貸付 け
内訳
2014年12月31日現在

  上位10の貸付先 22％          
(前年22％)

  その他の貸付先 78％          
(前年78％)
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公社のリスク管理：総リスクから純リスクへの変換

総エクスポージャー リスク管理 純エクスポージャー

信用リスク 
信用供与におけるリスク 
組合員およびそれらが持分の過半数を所有する関係
会社に限り信用供与が行われています。また地方自治
体の団体や連合体に対しても信用供与を行うことがで
きます。

公社はリスク見直しおよび地方自治体の分析に関する独
自のモデルに従い組合員をフォローアップします。毎年、
公社の取締役会はすべての組合員を1つの集団としての限
度額を設定します。限度額は集団としての連結債務純額
の最大水準です。地方自治体の関係会社、団体や連合体
に対する貸付けは、単一または複数の組合員からの保証
の裏付けが必要です。

スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジ
ョンは、課税権を有しており、破産宣告を受けること
はありません。地方自治体部門の業務に対して中央
政府が最終的な責任を負っており、地方自治体部門
は適用ある自己資本比率に係る規則上のリスク・ウ
ェートが0％となっています信用供与におけるリスク
は非常に低いと評価されます。 

発行体リスク
投資は主に各国政府や政府保証付の発行体により発
行された有価証券およびカバード・ボンドに対して行
われています。

単一の発行体へのエクスポージャーは20％のリスク・ウェ
ートを超えてはなりません。満期は5.5年を超えてはなり
ません。発行残高のある発行体はすべて、年間ベースでか
つ必要ある場合にフォローアップされます。毎年、公社の
取締役会は発行体ごとに総限度額を設定します。 

公社は発行体に高い要求を課しており、その効果と
して、信用度が非常に良好な発行体に対するエクス
ポージャーの割合が増加しています。発行体リスクは
限定的であると考えられます。

カウンターパーティ・リスク
カウンターパーティ・リスクは、市場リスクを低減する
かまたは取り除くという目的でデリバティブ契約をカ
ウンターパーティと締結する際に生じます。市場価格
の変動次第で、この種のデリバティブ契約はカウンタ
ーパーティに対して債権または債務を生じさせます。

単一のカウンターパーティへのエクスポージャーは20％の
リスク・ウェートを超えてはなりません。デリバティブのエ
クスポージャーは、ISDA契約により、またCSAにより最大
限、カバーされるものとします。新規のカウンターパーテ
ィに契約を移転するコストが差入担保を超過するリスク
を軽減するための多くの基準に基づき、取引の範囲が制
限されています。契約残高のあるカウンターパーティはす
べて、年間ベースでかつ必要ある場合にフォローアップさ
れます。毎年、公社の取締役会はカウンターパーティごと
に総限度額を設定します。

CSAにより、債権がCSAで定めたエクスポージャーを
超過する場合に公社が担保を受け取ります。公社が
受け取る担保によりカウンターパーティ・リスクは抑
制されています。

市場リスク
公社の業務およびビジネス・モデルは、金利リスク、為
替リスク、信用市場リスク、信用スプレッド・リスク、ベ
ーシススワップ・リスク、その他の価格リスクおよび決
済リスクの形で市場リスクが生じます。 

市場リスクは継続的に測定、フォローアップされます。大
半の金利リスクおよび為替リスクならびにすべてのその他
の価格リスクは、デリバティブ契約を通じてカウンターパ
ーティ・リスクと交換されます。信用市場リスクは、負債と
資産の間で満期を適切にマッチングさせたり、資産およ
び負債双方を原資産の価格変動が過去小さく信用の質が
非常に高いものとしたりすることにより抑制されていま
す。

公社は資産および/または負債に対する信用スプレッ
ドの変動ならびにベーシススワップの変動にさらさ
れています。優れたガバナンス体制を通じて、このリ
スクはコントロールされ、許容水準に維持されてい
ます。金利リスクおよび為替リスクに対するエクスポ
ージャーは非常に限定されています。

流動性リスク
流動性リスクは、決済資金を調達する際に非常に高い
コストを負わなければ、公社が満期にその支払義務を
履行できないリスクをいいます。

構造的な流動性環境は非常に安定的であり、負債の満期
が資産の満期よりも若干長くなっています。流動性リスク
は、公社がスウェーデン中央銀行のRIXと呼ばれる資金決
済システムの参加者であることにより抑制されています。
公社はRIXを通じて、例えば見返り担保貸付を受けること
ができます。短期の貸付けまたは資金調達のニーズをまか
なうため、すぐに利用できる流動性準備金が維持されて
います。 

公社における流動性リスクは非常に限定されてい
ます。

オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、すべての業務に存在し、
決して避けることができません。総リスクは、多額で長
期の取引を行う金融業務においては重要なものです。 

業務におけるリスクは、年間を通して特定されます。かか
る方法には特定されたリスクを管理する手段を計画する
ことが含まれます。望ましくない事象についての報告およ
びフォローアップを可能にするための手続きおよびサポー
トシステムが整備されています。

優れたガバナンス体制を通じて、オペレーショナル・
リスクはコントロールされ、許容水準に維持されて
います。
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ジャーの上限を設定します。流動性準備金におけ
る有価証券の満期は、カウンターパーティの財務
力を評価できる期間を超えてはならないものとし
ます。投資は、少なくともA2(ムーディーズ)および/
またはA(スタンダード・アンド・プアーズ)の信用格
付を有するカウンターパーティのみに限られてい
ます。投資対象の満期は最長でも5.5年です。

スウェーデン王国(スウェーデン国家)は、追加
的な決定を要求されることなくカウンターパーテ
ィとして承認されています。スウェーデン外のカウ
ンターパーティについて許容されるリスクは、国
ごとの上限が適用されます。

カウンターパーティ・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。
これが、カウンターパーティ・リスク、すなわち、金
融契約上のカウンターパーティが当該契約に基づ
く約定を履行できないリスクを生じさせます。

公社は、カウンターパーティ・リスクを、a)金融
業界の標準(ISDA契約)に基づき規定される取決
めを要求することにより、およびb)カウンターパー
ティと担保契約(CSA(信用補完契約))を締結する
ことにより抑制しています。以下をご参照下さい。

またデリバティブのカウンターパーティに対す
るリスク負担は、既存のカウンターパーティの信
用格付がBaa1(ムーディーズ)またはBBB+(スタン
ダード・アンド・プアーズ)より低下した場合、公社
がデリバティブ契約を新規のカウンターパーティ

に移転する権利を確保することにより抑制されて
います。カウンターパーティの信用格付はまた、
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に備える上で
の決定要因でもあります。格付けがAa3/AA-より
も低い場合で、かつカウンターパーティとの間に
CSAが存在しない場合、公社は金利および為替ス
ワップ契約しか締結することが許容されません。
カウンターパーティの格付けが下がり、その格付
けがA2/Aより低下した場合、リスク・コントロール
部門による徹底的な分析が実施されて、社長によ
り決定がなされるまでは新規の契約を締結する
ことはできません。

ISDA会員
公社は国際スワップ・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。

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を含みます。かかるコス
トは契約ごとに計算され、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。ISDA契約は、
すべてのデリバティブのカウンターパーティと締
結されるものです。また公社は、国際資本市場協
会(ICMA)の会員でもあり、同協会は、特にレポ取
引に関して市場標準となる契約書を策定するこ
とを責務としています。

リスク管理-貸付け

組合員が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るか否か。

リスク・コントロール部門 

信用審査委員会

公社の取締役会

協同組合の理事会

リスク・コントロール部門 

分析・財務委員会

公社の取締役会

協同組合の理事会

参加組合員の資格を供与する決定は協同組
合の理事会により行われます。組合員への貸
付限度額の決定は公社の取締役会により行
われます。

基準 組合員レベル 地方自治体部門のフォローアップ

決定

参加組合員としての承認前 継続的な与信の見直し
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担保契約 
デリバティブおよびレポ取引の価値の変動により
生じるリスクを抑制するため、公社は、デリバティ
ブ契約に対してはCSA(信用補完契約)を、またレ
ポ取引に対してはGMRA(グローバル・マスター・
買戻契約)を、そ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、その他一定の条件下では
担保を要求する権利を得ますが、担保を提供す
る義務も負います。

担保が提供される時期およびその金額は、
締結した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、
自己資本比率の観点からリスク・ウェートがゼロ
である国債による場合に限り担保を受け入れて
います。担保契約は、債権に関連するカウンター
パーティ信用リスクを低減することが企図され
たものです。

2014年度における     
カウンターパーティ・エクスポージャー 
公社のデリバティブ契約、すなわち公社がカウン
ターパーティに対して請求権(公正価値)を有する
契約に係る再構築コストの総額は23,848百万ク
ローネ(前年度：6,236百万クローネ)でした。カウ
ンターパーティーごとのエクスポージャーを相殺
した後の再構築コストの純額は14,238百万クロ
ーネ(前年度：907百万クローネ)でした。かかる純
エクスポージャーに対して、公社は、11,711百万ク
ローネ(前年度：791百万クローネ)に上る担保を
受領しました。担保額について相殺および減額し
た後のカウンターパーティ・リスクは2,526百万ク
ローネ(前年度：115百万クローネ)でした。

想定元本でみると、デリバティブ契約の32
％(前年度：32％)が、認められた格付機関の1つ
から少なくともAa3/AA-の信用格付を付与された
カウンターパーティとのものとなっています。想定
元本でみると、カウンターパーティに対するエク
スポージャーの97％(前年度：95％)がCSAにより
カバーされていました。

集中リスク
集中リスクとは、a)ある顧客または相互に関連し

た顧客グループに対するエクスポージャーが大き
いこと、およびb)業種や地理的地域といった要因
に関連して不履行が生じる可能性が高いカウンタ
ーパーティのグループに対するエクスポージャー
が大きいことをいいます。

公社は、組合員および単一または複数の組合
員が持分の過半数を所有することにより決定的
な影響力を持つ承認された関係会社に限り信用
供与を行っています。地方自治体の関係会社、団
体や連合体に対する貸付けは、単一または複数
の組合員からの保証の裏付けが必要です。貸付
けには集中があることが業務の特徴です。

発行体に対するエクスポージャーには主に、
取締役会が承認したOECD諸国の中から選別さ
れた各国政府および信用度の高い金融機関が含
まれ、流動性ポートフォリオの保有高および受取
担保を含みます。エクスポージャーは、国ごとの
上限が適用されます。発行体のグループに対する
集中があります。

カウンターパーティに対するエクスポージャー
には、取締役会が承認したOECD諸国の中から選
別された金融機関が含まれます。デリバティブの
カウンターパーティについて、エクスポージャーは
担保契約を通じて低減されており、担保契約にお
いて承認される担保は各国政府により発行され
た金融商品になります。カウンターパーティのグ
ループに対する集中があります。

2014年度における事象
当該年度において、公社の流動性準備金は主とし
て、AAの水準を上回る、スーペリア(superior)と
される信用格付を有する国、機関および国際機
関が発行した債券に投資されました。価格リスク
を抑制するために、カウンターパーティおよび国
ごとに特定の満期に制限されています。

市場にはCSAの使用が増加する傾向がみら
れ、CSAにおいては調整の水準が高く、当事者双
方が低い限度額に従い担保を差し入れます。当
該年度において、公社の数件のCSAがこの方向で
再交渉されました。

公社は、デンマークおよびフィンランドの姉妹
機関と協力し、守秘義務を課して許容される枠組
み内で、カウンターパーティ・リスクや信用関連リ
スクについての情報を交換しています。

デリバティブ契約高
のカウンターパーティ
別内訳
2014年12月31日現在
5,290億クローネ     
(前年度：4,630億クローネ)

  銀行(欧州) 82％(前年
79％)

  銀行(北米) 17％(前年
19％)

  デリバティブ・プロダク
ト・カンパニー 1％(前
年2％)
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市場リスク
市場リスクは、公社の資産および負債の純価額
(総価額)が金融市場におけるリスク要因により減
少するリスクとして定義されます。公社がさらされ
る市場リスクは、金利リスク、為替リスク、信用市
場リスク、ベーシススワップ・リスク、その他の価格
リスクおよび清算リスクに分類されます。

市場リスクは主に資金調達業務および公社の
流動性準備金に含まれる資金の投資において生
じます。資金調達を安定した効率の良いものとす
るためには、公社はいくつかの異なる資金調達市
場で取引を行う必要があります。したがって、公社
は、為替リスク、金利リスクおよびその他の価格
リスクといったリスクにさられています。公社は、
デリバティブ契約を用いることにより、市場リス
クを最大限ヘッジしています。限定的なエクスポ
ージャーは、業務をより効率的にするという目的
で許容されます。

金利リスク
金利リスクとは、金利環境の変化が公社の資産お
よび負債の純価額を減少させるリスクをいいま
す。金利リスクは、資産および負債の間の期間の
ミスマッチにより生じます。

公社の任務は、リスクについての保守的な考
え方に対して有効に実施されるべきものであるた
め、リスクはポートフォリオのマッチングを通じて
管理されています。これは、金利期間における小
さな一時的差異は、資産および負債に対して許
容されることを意味します。金利リスクのリスク選
好度は、公社が投資または貸付けを行う通貨に
限り適用されます。

取締役会により設定された上限に従い、ポー
トフォリオのリスク(エクスポージャー)は、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、金利リスクは、最長で連続3
営業日間にわたり最大15百万クローネに相当す
るエクスポージャーが許容されます。満期を予め
合意しない契約に対する金利リスクを算定する
場合、予定期間が想定されます。

2014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、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-8.5百万クロ

ーネ(前年度：-4.7百万クローネ)でした。同時に、
通貨別の金利リスクは、スウェーデン・クローネ
について1.4百万クローネ(前年度：-1.6百万クロー
ネ)、ユーロについて0.3百万ユーロ(前年度：0.7百
万ユーロ)、米ドルについて-10.5百万米ドル(前年
度：-3.9百万米ドル)でした。エクスポージャーが
負(負の数値)の場合、金利が上昇すれば損失が生
じ、金利が低下すれば利益が生じることを意味し
ます。エクスポージャーが正(正の数値)の場合、
金利が上昇すれば利益にプラスの影響が生じ、
金利が低下すれば利益にマイナスの影響が生じる
ことを意味します。

為替リスク
為替リスクとは、為替レートの変動が公社の資産
または負債の純価額(総価額)を減少させるリスク
をいいます。

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
すべての判明している将来のフローをヘッジして
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
とにより限定的なものとなっています。公社の為
替リスク・エクスポージャーの詳細は、注記3に
示されています。エクスポージャーは、スウェー
デン・クローネ高10％で、公社の利益を0.4百万
クローネ(前年度：0.4百万クローネ)減少させるこ
とを意味します。

信用市場リスク
信用市場リスクとは、市場におけるベーシス・スプ
レッドまたは信用市場スプレッドの変動が公社の
資産または負債の純価額(総価額）を減少させる
リスクをいいます。

信用市場リスクは主として、資産および負債の
満期が一致していない結果として生じます。ビジ
ネス・モデルは、公社が負債の満期を対応する資
産の満期よりも長くすることを許容されているこ
とを意味します。逆の不一致、すなわち資産の満
期が負債の満期よりも長いことからは、満期リス
クは生じません。借入れおよび貸付けの間の満期

流動性準備金の投資先
リスク•ウェート別内訳
2014年12月31日現在

  リスク・ウェート0％          

62％  (前年57％)

  リスク・ウェート10％       

30％(前年31％)

  リスク・ウェート20％          

7％  (前年12％)

  リスク・ウェート50％          

1％(前年-)
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に生じる不一致は、その他の種類のリスクを考慮
した上、可能な範囲で、投資の満期により相殺さ
れなければなりません。

信用市場リスクは、さらに資産に係る信用スプ
レッド・リスク、デリバティブに係る信用スプレッ
ド・リスク、自己負債に係る信用スプレッド・リス
クおよびベーシススワップ・リスクに分類されま
す。資産およびデリバティブそれぞれに係る信用
スプレッド・リスクとは、カウンターパーティの信
用スプレッドの変動が公社の資産額またはデリ
バティブ価値を減少させるリスクをいいます(デリ
バティブに係る信用スプレッド・リスクは、場合に
よっては信用評価調整リスクと呼ばれるリスクに
相当します。)。自己負債に係る信用スプレッド・リ
スクとは、公社の信用スプレッドの変動が公社の
負債額を増加させるリスクをいいます。ベーシス
スワップ・リスクとは、2通貨間のベーシススワッ
プ・スプレッドの変動が通貨関連デリバティブ契
約の市場価値にマイナスの影響を及ぼすリスクを
いいます。

2014年12月31日時点における公社の信用市
場リスクは、市場におけるベーシス・スプレッドお
よび信用市場スプレッドが1ベーシス・ポイント上
方に平行移動すると、IFRS(国際財務報告基準)
に基づく報告の場合、公社の利益が-1.1百万クロ
ーネ(前年度：-2.2百万クローネ)変動することを
意味します。

その他の価格リスク
その他の価格リスクとは、株式、株価指数または
原材料指数等の原資産の価格決定状況の変動
が公社の資産または負債の純価額(総価額)に影
響を与えるリスクをいいます。公社は、原資産お
よび当該指数に関連する価格リスクをヘッジする
ためにデリバティブを用います。これは、その他の
価格リスクが残存しないことを意味します。

清算リスク(Liquidation risk)
清算リスクとは、利付金融商品または外国為替の
取引のカウンターパーティがその義務を履行でき
ず、公社が代替の取引を締結するためにコストの
増加を負担するリスクをいいます。またカウンタ
ーパーティ・リスク(上記「カウンターパーティ・リ
スク」の項をご参照下さい。)を管理する公社のプ
ロセスには清算リスクの管理も含まれます。公社

は、清算リスクが生じた結果の損失を避けられる
ように積極的に取り組んでいます。

流動性リスク
流動性リスクとは、決済資金を調達する際に非常
に高いコストを負わなければ満期に支払義務を
履行できないリスクをいいます。

公社は流動性リスクの管理として、流動性リス
クを高度に制約する対応をとっています。公社は
資金調達を分散し、いくつかの異なる資本市場を
利用しています。これにより、市況が悪化した中で
も、資金調達業務について、新規の貸付け、借換
えおよび借入れの満期到来に対処するための必
要条件を確保できています。戦略的資金調達は、
公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログラム
の枠組み内、EMTN(ユーロ・ミディアム・ターム・ノ
ート)プログラムの枠組み内でのベンチマーク債に
よる米ドル建て資金調達、ECP(ユーロ・コマーシ
ャル・ペーパー)プログラムの枠組み内、また日本
市場における資金調達で行われています。公社
は、戦略的資金調達プログラムにおいて、引き続
き市場でのプレゼンスを維持しています。

当該年度において、公社は、長期および短期双
方の借入れにおいて、良好な流動性を確保しまし
た。公社は、スウェーデン・ベンチマーク債プログラ
ムの枠組み内で数件の発行を行い、また2件の大口
のベンチマーク借入を米ドル建で行いました。

公社は、公社の信用格付が3ノッチ引き下げら
れた場合に公社がCSAに関連して差入れを要す
る担保金額への影響を継続的に監視していま
す。当該年度末現在、かかる金額は928百万クロ
ーネ(前年度：1,896百万クローネ)でした。

公社の構造的な流動性環境は安定的であり、
負債の満期は資産の満期よりも長くなっていま
す。短期流動性リスクは、公社において一定のタイ
ムバケットに許容されうるマイナスのアウトフロー
純額の金額を上限として制限されています。短期
流動性リスクは、スウェーデン中央銀行のRIXと呼
ばれる資金決済システムの参加者であることによ
りさらに限定されており、公社は同システムを通じ
て特に見返り担保貸付を受けることができます。

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
中であっても流動性に対するニーズを満たすた
め、取締役会は、流動性準備金を貸付総額の額

流動性カバレッジ比率
(LCR)
2014年度報告

3月31日現在

総LCR 2.82

ユーロ建のLCR 163.72

米ドル建のLCR 4.77

6月30日現在

総LCR 4.94

ユーロ建のLCR 9.28

米ドル建のLCR 79.85

9月30日現在

総LCR 3.83

ユーロ建のLCR 250.80

米ドル建のLCR 9.27

12月31日現在

総LCR 3.21

ユーロ建のLCR 26.03

米ドル建のLCR 7.81
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面価値の少なくとも20％から40％までとすること
を決定しました。加えて、少なくとも流動性準備金
の40％はスウェーデン・クローネ建とすることとさ
れています。流動性準備金は、信用および流動性
の質が高く、その大部分が各国中央銀行によって
担保適格とされた有価証券へ投資されていま
す。2014年12月31日現在、公社の流動性準備金の
69％(前年度：82％)がスウェーデン中央銀行また
は欧州中央銀行への担保適格である資産でした。

公社の流動性準備金の質が良好であること
は、2013年1月1日よりスウェーデンにおいて課さ
れている流動性カバレッジ比率(LCR)について、
法定要件の1を十分余裕をもって上回っていると
いう事実に反映されています。2014年12月31日
現在、公社の総LCRは3.21(前年度：5.11)、ユーロ
建では26.03(前年度：468.67)、米ドル建では
7.81(前年度：15.44)でした。

流動性リスクは、流動性アウトフローが過度に
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、「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いいま
す。2014年12月31日現在、公社が、通常業務を
維持しつつ、新規の資金調達を行うことなく乗り
切れる期間の見積りは、8.7ヵ月(前年度：9.7ヵ月)
でした。

当該年度中、公社は、流動性準備金の金額お
よび構成を評価するために、短期および長期双
方の流動性についてのストレス・テストを実施しま
した。併せて、その結果が公社の戦略、ガイドラ
インおよびポジションの見直しの根拠となってい
ます。ストレス・テストの結果は満足できるもの
で、十分な余裕をもっていました。

資産および負債の残存期間に関する公社の流
動性エクスポージャーは、注記3に示されていま
す。キャッシュフロー分析でも公社の流動性環境
が示されています。

公社の貸借対照表の構造　2014年12月31日現在

A.  公社の流動性準備金には速や
かに現金に転換可能な資産の
大部分が含まれます。2014年度
末現在、流動性準備金は期限
前償還可能な資金調達および
短期資金調達を317億クローネ
上回りました。

B.  2014年度末現在、公社の長期
資金調達は、長期貸付を647億
クローネ上回りました。

十億クローネ
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資産 負債

デリバティブ

その他資産

貸付＞年限1年

貸付＜年限1年

流動性準備金－ソブリン債および
公的機関

流動性準備金－カバード・ボンド

流動性準備基金－金融機関
期限前償還可能な資金調達

デリバティブ

その他負債
資本

資金調達＜年限1年

資金調達＞年限1年

A

B
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2014年度における事象
過年度と同様、公社の流動性環境は2014年度に
おいても非常に良好でした。とりわけ、公社は、ス
ウェーデン・ベンチマーク債プログラムの枠組み
内で数件の発行を行い、また2件の大口のベンチ
マーク借入を米ドル建で行いました。

当該年度において、公社は、EU全体における
流動性カバレッジ比率要件の2015年以後の影
響を評価し、かかる要件の適用に備えました。ま
た、2018年以後に導入が予定される(報告要件は
2014年から施行)長期流動性に関する新しい規
則である安定調達比率の導入についての備えも
なされました。

オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切または非
機能的な内部プロセスもしくは作業手順、人的
ミス、不正確なシステムまたは外部要因(法的リ
スクを含みます。)により生じる損失のリスクをい
います。

オペレーショナル・リスクは、すべての業務に
存在し、決して避けることができません。総リスク
は、多額で長期の取引を行う金融業務において
は重要なものです。優れたガバナンス体制を通じ
て、オペレーショナル・リスクはコントロールさ
れ、許容水準に維持されています。

当該年度において、公社の業務における主な
変更それぞれに関連して、また公社に直接影響を
与えるかまたは外部で発生する重要な事象に関
連して、リスクが継続的に特定されています。リス
ク評価は、特定されたリスクごとに実施されま
す。またかかる方法には特定されたリスクを管理
する手段を計画することが含まれます。

望ましくない事象についての報告およびフォ
ローアップを可能にするための手続きおよびサポ
ートシステムが整備されています。

公社は、オペレーショナル・リスクを、プロセ
ス・リスク、人的リスク、ITおよびシステム・リスク
ならびに外的リスクに分類しています。

プロセス・リスク
このリスクは、内部プロセスおよび手続きが誤っ
ているかまたは不十分である場合に生じます。プ
ロセス・リスクは、定期的に質が確保されている

ことが確認されている内部指示、プロセス説明
書および運営関連文書を活用することにより低
減されます。

人的リスク
このリスクは、人的ミスに起因する欠陥の結果と
して生じます。人的リスクは、いかなる個人にも1
件の取引について一連の事務の初めから終わりま
でを一人で処理することを認めないことにより、ま
た各職務に配置された者が必要な能力および経
験を有するようすることにより、低減されます。

 ITおよびシステム・リスク
このリスクは、欠陥のあるシステムの結果として生
じます。ITおよびシステム・リスクは、IT業界の標
準(ITインフラストラクチャー・ライブラリー(ITIL))
に基づく明確な戦略、十分に機能するバックアッ
プ環境および内部規則により低減されます。

外的リスク
このリスクは、外部事象の結果として生じます。
外的リスクは、コンプライアンス部門が規則の遵
守をフォローアップし、新規則および規則改正に
伴う修正について助言を行うこと、契約が適式に
締結されること、さらに公社が早い段階で特に外
部犯罪の防止およびサプライヤーのミスの発見
を可能にするプロセスおよび手続きを業務中に
含むことにより、低減されます。

レピュテーション・リスク
レピュテーション・リスクとは、潜在的および既存
の顧客が公社または地方自治体部門全般につい
ての否定的な報道または風評のため公社への信
頼を失った場合に、かかる顧客からの収益が減
少するリスクです。レピュテーション・リスクはま
た、潜在的および既存の投資家が公社または地
方自治体部門全般についての否定的な報道また
は風評のため公社への信頼を失った場合に、借
入コストが増加するリスクをいいます。

公社は、メディアのモニタリングを行いながら
予防的に取り組み、また、公社についての風評の
可能性をあらかじめ阻止およびこれに対抗する
ために当該分野に深い知識を有する従業員を擁
しています。
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事業リスク
事業リスクとは、外部の事業環境(市況、顧客動
向および技術発展を含みます。)における要因が
取引高および利ざやにマイナスの影響を与える結
果として収益が減少するかまたはコストが増加す
るリスクをいいます。

公社内のすべての部門は、それぞれの分野に
おいて継続的に外部モニタリングを行いながら取
り組んでいます。また戦略討論の前に、毎年、徹
底的なメディアのモニタリングを実施するプロセ
スが整備されています。

戦略リスク
戦略リスクとは、誤りのあるもしくは誤導された
戦略上の選択やビジネス上の決定、決定事項が
正確に実施されないことまたは社会、規制制度も
しくは金融部門および/または地方自治体部門の
変化に対して感応度が不十分であることに起因
する損失の長期的リスクをいいます。

公社は、取締役会が設定する戦略目標に対応
するための手続きを定めています。戦略リスクに
対するリスク選好度は、根拠が十分な分析に基づ
いて戦略的判断を行うことにより、また戦略的な
決定を取締役会が頻繁に行うことにより限定的
なものとなっています。

残存リスク(REsidUal Risk)
残存リスクとは、公社が採用するリスク評価およ
びリスク低減のための確立された手法が予想より
有効性が低いことが判明するリスクをいいます。

公社は、ミスのリスクを低減するために、リス
ク測定、所要自己資本およびリスク選好度につい
て、意図して比較的簡単な方法および手法を採用
しています。公社は、すべてのリスクの種類につい

て、将来予想分析および実績分析の両方を実施
します。自己資本充実度評価プロセス (ICAAP)
(29頁をご参照下さい。)は、公社への影響が予想
より大きくならないようにするためにネガティブ
なシナリオを提起しています。

リスク・コントロール
公社のリスク選好度を超えることなく費用対効果
の高い資金調達を提供するために、業務におけ
るリスク管理は、リスクおよびリスクの破壊的影
響を回避および/または抑制するために用いる予
防手段を特徴としています。

公社のリスク・マネージャーは、公社のリスク
の枠組みについて包括的な責任を負います。各
部門の管理者は、各自の業務分野内でリスクの
管理およびコントロールに責任を負います。

将来予想分析および実績分析は、公社がリス
クを正確に特定、評価および測定できるように用
いられています。

リスク・コントロール部門は、公社のリスク・コ
ントロール担当であり、金融リスクについての継
続的なフォローアップおよび分析を確認し、実施
することに責任を負い、社長に対しては毎日、取
締役会に対しては毎月、報告を行います。

リスク・コントロール部門は9名の従業員を擁
し、うち4名は信用リスクおよびカウンターパーテ
ィ・リスクを、3名は流動性リスクおよび市場リス
クを、1名がオペレーショナル・リスクを扱ってい
ます。同部門は最高リスク管理責任者が指揮を
執っています。最高リスク管理責任者は、社長お
よび執行役員グループのメンバーに対して報告を
行います。

上述の責任に加えて、同部門はまた、リスクの
報告が正確になされ、適用ある外部および内部
の規則に従っていること、定期的にストレス・テス

明確な責任分担
• 取締役会は、リスク方針およびリスク限度を設定し、これらは少なくとも年に1回改定されます。

• 社長は、限度を超えないことに責任を負い、公社内の業務担当に対して、個々の部門においてはより低い限度を適用する機会を委譲して

います。

• 内部統制において、公社は、第1、第2および第3の防衛ラインの原則を適用しています。
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トを実施すること、公社のビジネス・モデルが適
正かつ安全であることを確認すること、およびオ
ペレーショナル・リスクに関連する取組みを主導
し調整する努力を行うことに責任を負います。

信用審査委員会は、取締役会または社長による
決定を要する新規のカウンターパーティ、新規の金
融商品およびその他の信用問題について準備機関
として機能します。公社の資産・負債委員会(ALCO)
は、取締役会または社長による決定を要する市場リ
スクおよび流動性に関する問題点に備えることに責
任を負います。リスク・コントロール部門からの代表
者が上述のグループにおける秘書役となっていま
す。22頁の図は、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。

資本管理
公社の資本計画は、業務におけるリスクおよび将
来の規制要件の双方に対応できるように、業務の
ために十分な自己資本を備えることが図られてい
ます。業務に内在するリスクに関して、公社は十分
な自己資本を有しています。資本計画の最優先事
項は、公社が、2018年からEU内で導入が予定され
る新しいレバレッジ比率要件を満たすことです(30
－32頁の「新しい規制」の項もご参照下さい。)。

資本計画および自己資本充実度評価プロセス 
公社内では、資本計画は少なくとも1年に1回策定
されます。計画では、翌3年間にわたり自己資本を
どの程度向上する予定であるかが算定されます。
計画は、とりわけ、貸付業務における利ざや、流
動性準備金の運用管理における利ざや、貸付金
およびその他の貸借対照表項目に係るコストの
傾向や見通しに関する仮定に基づいています。

公社およびグループ(協同組合と公社ならびに
スウェーデン地方不動産会社(信用専門会社であ
る公社が事業を行う施設を所有しています。)で
構成されるグループ)にとって、資本計画は自己
資本充実度評価プロセス(ICAAP)における重要
な基礎的要素です。資本計画を支えるにあたり、
持分保有者指令では、目的とするリスク選好度が
決定され、資本構造に関して明確な目標が設定
されています。

現行の規制に従い、金融機関は、独自のICAAP
を構築する責任を負います。金融機関が、統一的
かつ網羅的な方法でリスクを表し、リスク管理を
評価し、またそれらの方法に基づき所要自己資本

を評価しなければならないこと、および金融機関
がスウェーデン金融監督局に対して分析および結
果を報告しなければならないことを意味していま
す。公社内で、ファイナンス部門が、ICAAPについて
の責任を負います。リスク・コントロール部門は、例
えば適用される査定方法を評価することによ
り、ICAAPに関する質保証を行います。

リスクに焦点をあてた公社の資本計画の重要な
部分は、リスク関連の所要自己資本が様々な局面
において不利な外部の動向によりどのように影響
を受けるかを明らかにするストレス・テストからで
きています。

公社の資本評価は、公社が現行および将来の
規制(主としてCRR/CRD IV1およびEMIR2)に基づ
き判明しているすべての要件を満たしていること
を示しています。しかしながら、EUにおけるレバ
レッジ比率要件の導入に関しては、その水準が
2016年に発表される予定であり、未確定な面が
あります(30－32頁もご参照下さい。)。

自己資本比率
2014年12月31日現在、CRRに従い算定された公
社のリスク・エクスポージャー額(REA)は6,784.9
百万クローネ(前年度：4,558.7百万クローネ)でし
た。コアTier1資本は2,345.7百万クローネ(前年
度：1,650.8百万クローネ)で、コアTier1資本比率は
34.6％(前年度：37.0％)でした。所要資本保全バッ
ファーを含む場合の要件は7.0％でした。Tier1資
本も2,345.7百万クローネ(前年度：1,650.8百万ク
ローネ)で、Tier1資本比率は34.6％(前年度：37.0
％)でした。所要資本保全バッファーを含む場合の
要件は8.5％でした。総自己資本は3,345.7百万ク
ローネ(前年度：2,650.8百万クローネ)で、総自己資
本比率は、49.3％(前年度：59.5％)でした。所要資
本保全バッファーを含む場合の要件は10.5％でし
た。移行規則は、公社の自己資本比率および資本
についての他の評価基準に重大な影響を及ぼし
ません。

1) 資本要件規則/資本要件指令Ⅳ(Capital Requirement Regulation/

Capital Requirements Directive IV)、すなわち、金融機関および証券会

社についての監督要件に関する欧州議会および理事会規則(EU)第

575/2013号ならびに金融機関の業務実施への認可ならびに金融機関

および証券会社の監督に関する欧州議会および理事会指令(EU)第

2013/36/EU号。

2) EMIR(欧州市場基盤規則)(European Markets Infrastructure 

Regulation)。OTCデリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機

関に関する欧州議会および理事会規則(EU)第648/2012号。

CRR開示要件
EUの資本要件規則で

あるCRRに基づく追加

開示については、公社

のホームページwww.

kommuninvest.orgで

ご覧いただけます。
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広範な新しい規制
2008年/2009年の金融危機の結果として、長期
的な世界の金融安定の確保のために非常に多く
の政策が採られています。

2009年9月、金融機関の業務について国際的
な規制を強化する措置に関して政治的合意に達
しました。2010年12月に、バーゼル委員会は、新
しい一連の規制、すなわちバーゼルⅢを発表しま
した。その後2011年に、欧州委員会がバーゼル
ⅢのEUにおける導入方法の提案およびその他の
多くの変更を発表しました。欧州委員会の提案
は主として、最新の自己資本指令(CRD Ⅳ(資本要
件指令Ⅳ))および新しい監督規則(CRR(資本要件
規則))で構成されます。これら2つの新しい規制
は、2013年6月26日に欧州議会および欧州連合
理事会により採択され、2014年1月1日付で施行
されました。

公社は、リスク加重の自己資本比率(コアTier1
資本比率、Tier1資本比率、総自己資本比率)に関
する要件をすべて満たしています。また公社は、
流動性に関する現行および将来の規制(流動性カ
バレッジ比率、安定調達比率)も満たしています。
レバレッジ比率要件の導入をめぐっては不確実
な面があります。詳細については以下をご参照下
さい。

自己資本に対する追加要件
新しい規制は、EU内の金融機関に自己資本の質
の向上と増額を要求するものです。リスク資産に
対する所要自己資本に加えて、資本バッファー(資
本保全バッファー、景気変動抑制的なバッファ
ー、システム上重要な機関に対する資本バッファ
ーおよびシステム全体のリスクに対するバッファ
ー)を設けることが必要になりました。2014年に
スウェーデンで導入された資本保全バッファー
は、リスク・エクスポージャー額の2.5％に上るも
ので、コアTier1資本でカバーされなければなりま

せん。詳細については、注記28をご参照下さ
い。2015年9月13日付で導入される予定の景気
変動抑制的なバッファーは、リスク・エクスポージ
ャー額の1％に上るもので、コアTier1資本でカバ
ーされなければなりません。公社は、システム全
体のリスクに対するバッファーに対しては資本を
保持することを要求されていません。2015年中
に、スウェーデン金融監督局は公社がシステム上
重要な機関であると扱われるか否かを決定する
予定です。もしシステム上重要な機関となれば、
コアTier1資本に対する要件はリスク・エクスポー
ジャー額合計の最高2％に引き上げられる可能性
があります。

新しい、非リスク資本の測定   
－ レバレッジ比率
リスク・ベースの所要自己資本とともに、非リスク
資産の所要自己資本の測定が計画されています。
すなわち、レバレッジ比率です。レバレッジ比率
測定は、異なる資産のリスク・ウェート間で区別
はなされませんが、資産および約定におけるエク
スポージャー総額に対するTier1資本の額にのみ
基づきます。レバレッジ比率の義務化は2018年1
月1日付で導入される予定です。関係当局へのレ
バレッジ比率についての報告は2014年に開始さ
れました。

欧州委員会は、2016年12月31日までに、欧州
議会および欧州連合理事会に対して、とりわけ、
金融機関のリスク・プロファイルを反映した様々
なビジネス・モデルに基づくレバレッジ比率の水
準を提案する報告書を提出することになっていま
す。レバレッジ比率の水準については1.5％から
4.5％の間で以前から議論がされています。レバレ
ッジ比率を満たすための公社の計画について
は、32頁に記載されています。

レバレッジ比率要件を       
満たすための計画

レバレッジ比率
%

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR

141312

  レバレッジ比率              
(CRRに基づく場合)

  レバレッジ比率　　　　   
(劣後ローンを含む場合)

2012       2013     2014年
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短期および長期の流動性に対するニーズを  
満たすための新しい要件 
流動性カバレッジ比率(LCR)要件により、ストレス
下の30日間における実際のおよびシミュレーショ
ン上のキャッシュ・アウトフローに対処できるよう
会社が十分な流動資産を保有しなければなりま
せん。スウェーデンにおいて、流動性カバレッジ
比率要件は、2013年よりすでに導入されていま
す。同様の規制がEUにおいては2015年中に導入
が予定されています。それまでは、スウェーデン
の規制が適用されます。

上記の流動性カバレッジ比率要件の補完とし
て、長期的、構造的な流動性測定も導入されてい
るところです。すなわち、安定調達比率(NSFR)で
す。長期の流動性測定の目的は、金融機関ができ
る限り長期債務により非流動資産のための資金
を調達することです。目標は、満期をより良くマッ
チングさせることでより健全な金融システムに貢
献することです。かかる測定は2018年1月1日付
で導入される予定です。EU内で、かかる報告は
2014年より開始されました。2014年現在、規制
要件に従い、公社はNSFRに関する計算数値を四
半期ごとに報告しています。

OTCデリバティブの管理
2015年において、OTCデリバティブ、中央清算機
関および取引情報蓄積機関に関する欧州議会お
よび理事会の規則(EU)第648/2012号(欧州市場
基盤規則(EMIR))に従い、OTCデリバティブの取
扱いに関する新しい規則が導入される予定です。
当該規則は、様々な関係者間の依存度を低くし、
またこれにより、金融危機の際に金融システム全
体にとって重大なリスクであると判明したOTCデ
リバティブについて、その市場における安定性を
高めるためのものです。当該規則は、2014年に導
入されるはずでしたが、導入が遅れています。

経営難に陥っている機関の取扱いに   
関する新しい規制 
金融システムの基本機能、すなわち支払決済業
務、資金供給およびリスク管理の利用が経済の

機能に不可欠であるため、金融危機は多大な社
会的コストの発生をもたらす可能性があります。
金融危機の拡大を防ぐために、各国はしばしばシ
ステム上重要な機関に介入し、かかる会社を救済
することを余儀なくされました。政府による救済
があることへの期待によって、会社がさらに大き
なリスクを取ったり、より価値の低い資金調達を
行ったりする可能性があります。このことが、とり
わけ、将来の金融危機のリスクを増大させる可能
性があります。EU内には、財政的に困難な状態に
あるシステム上重要な機関については、金融危機
の引き金となる恐れがなく、かかる会社の所有者
および融資金融業者に当該状況にかかるコスト
を負わせるような方法で再編または清算されるべ
きであるといった政治的合意があります。これ
は、決裁として知られています。2014年に、欧州
議会および欧州連合理事会により指令が採択さ
れ、金融機関および証券会社の再建および整理
についての枠組みが確立されました。かかる指令
は2015年中にスウェーデンの法律下で施行され
る予定です。

加えて、規制は、コーポレート・ガバナンスおよ
びリスク管理に対しても要求を増加させます。関
係監督当局に与えられる制裁措置の機会が増加
し、制裁金の上限が引き上げられ、自然人へ制裁
金を科すことも可能とされます。またかかる要求
により、職場での不正の告発者に対する制度や
保護が導入されます。 

公社およびレバレッジ比率
多くの特殊な状況の中でも、公社は、これまで0.5
％を下回るレバレッジ比率で業務を行うことがで
きた一方で、業務におけるリスクをカバーするに
十分な自己資本を維持し続けています。
•	 公社の債務のすべては連帯保証の形で協同

組合の組合員による保証が付与されていま
す。このアプローチはすべての組合員が公社
の業務に最終的な保証を与えていることを意
味します。

• コミューンおよびランスティング/リジョンは破
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産宣告を受けることはなく、また存在が消滅す
ることもないこと、国家がコミューンおよびラ
ンスティング/リジョンの業務に最終的な責任
を負うことから、公社の債務のすべてに対す
る組合員の保証はとても強いものとみなされ
ています。

•	 公社は、協同組合の組合員であるスウェーデ
ンのコミューンおよびランスティング/リジョン
ならびにそれらが持分の過半数を所有する関
係会社に限り貸付けを行います。スウェーデ
ンのコミューンおよびランスティング/リジョン
への貸付けは、リスク・プロファイルが低く、
適用ある自己資本比率に係る規則上のリス
ク・ウェートが0％となっています。また公社の
流動性準備金のリスク・プロファイルも低く、
デリバティブのカウンターパーティに対するエ
クスポージャーに対して協同組合の組合員が
保証を付与しています。

しかしながら、レバレッジ比率要件では通常は業
務におけるリスクを考慮していません。レバレッジ
比率は、Tier1資本を資産および負債におけるエク
スポージャー総額で除したものと定義されます。
当該要件を満たすためには、グループおよび公社
双方の自己資本を増額させる必要があります。

協同組合の持分保有者指令に従い、公社の資
本は、利益の累積によって長期的に増額されてい
ます。2011年度より資本の増額には利益の累積
を含めていますが、将来は、協同組合の組合員か
らの直接出資およびその他の資本形態も含める
可能性があります。

レバレッジ比率に関する資本計画
協同組合は、グループの資本に主たる責任を負い
ます。協同組合の計画は、グループおよび公社の
資本をレバレッジ比率1.5％に相当する水準まで
増額することを基礎としています。2014年4月10
日の年次総会において、協同組合は、既存組合員
からの最低出資額の増額および組合員が追加の
出資を行えるようにすることを含む事項に関して
決議が行われました。決議が拘束力を有するた
めには、2015年の年次総会においても再度決議
する必要があります。

最終的なレバレッジ比率要件が1.5％を超えて

設定された場合、協同組合は、最優先事項とし
て、組合員または協同組合の関係者(公社の顧
客、協同組合の組合員ではないコミューンおよび
ランスティング/リジョン等)もしくはその他の地方
自治体関係者に対して追加的なTier1資本調達商
品の発行を計画しています。年次総会において承
認された場合には、他の資本市場関係者に対し
てTier1資本調達商品を発行することも可能で
す。 

2014年度のレバレッジ比率 
2014年12月31日現在、公社のレバレッジ比率1(CRR
に基づく報告の場合)は0.76％(前年度：0.57％)で
した。2010年に公社へ協同組合により貸し付け
られた劣後ローン10億クローネを含めた場合、レ
バレッジ比率は1.09％(前年度：0.91％)でした。

しかしな がら、当該 ローンの 条 項による
と、CRRに基づく場合、Tier1資本として算入でき
なくなりま す。公 社 は 、既 存 の 劣 後 ロ ーン
を、2017年度末より前に、Tier1資本の算入対象
となる新規のローンまたは別の資本形態のもの
に置き換えることを予定しています。

詳細については、注記29をご参照下さい。 

1) レバレッジ比率は、Tier1資本を資産および負債におけるエクスポー

ジャー総額で除したものと定義されます。

 

 貸付ポートフォリオおよび流動性準備金に関して、エクスポージャー

は帳簿価額と同額です。デリバティブ資産については、エクスポージ

ャーは、デリバティブのカウンターパーティとの契約を個別にネッテ

ィングする際にエクスポージャーをすべて合算することにより算定さ

れます。かかるエクスポージャー額は、EUの資本要件規則(CRR)で定

められた標準的手法(市場評価法)に従い算定される潜在的な将来

のエクスポージャー額が加算されます。

 また、オフバランスシート項目の約定は、エクスポージャー額が割り

当てられます。エクスポージャー額は、約定が決済される可能性に

基づき算定されます。公社について適用される約定は未実行の約定

済貸付金です。

 報告された2013年度のレバレッジ比率は、算定方法の変更によ

り、2013年度年次報告書において報告されたものと異なっていま

す。2014年度以後、公社は、レバレッジ比率を四半期ごとに各月のレ

バレッジ比率の単純算術平均の形で算定しています。
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ガバナンス体制

コンプライアンス
部門責任者

一般
監査人

最高リスク管理
責任者

公社
内部監査人

外部監査人

社長兼最高経営責任者

取締役会-スウェーデン地方金融公社

年次総会-スウェーデン地方金融公社

年次総会-スウェーデン地方金融協同組合

スウェーデン地方金融協同組合の組合員/持分保有者

資産・負債委員会
(ALCO)

執行役員
グループ

信用審査委員会

 選任   報告

理事会-スウェーデン地方金融協同組合
協同組合

内部監査人

選任委員会

スウェーデン地方金融公社(以下「公社」といいま
す。)は、スウェーデンの公開有限責任会社であ
り、スウェーデン地方金融協同組合(以下「協同
組合」といいます。)の完全子会社です。スウェー
デンのコミューンおよびランスティング/リジョン
により所有され、公共的な任務を担う会社とし
て、公社にとって優れたガバナンス体制は極めて
重要です。

公社は、協同組合およびスウェーデン地方不動産
会社(Kommuninvest Fastighets AB)とともに形
成する金融グループ、すなわちKommuninvestグ
ループ(以下「グループ」といいます。）の一員で
す。公社は、規制市場での取引のために上場され
る債券を発行しているため、コーポレート・ガバ
ナンス報告書の作成を法的に義務付けられてい

ます。ただし、公社の株式は、スウェーデンの規
制市場において取引がなされていないため、公社
はスウェーデンのコーポレート・ガバナンス規範
には縛られていません。業務の特殊性から、スウ
ェーデンのコーポレート・ガバナンス規範または
地方自治体部門が策定するコミューンおよびラン
スティングの所有会社のコーポレート・ガバナンス
の原則のいずれについても、自発的にこれを適用
する義務はないものとみなされています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本規則
コーポレート・ガバナンスに関して公社が主に適
用しなければならない規則は、会社法および年
次会計に関する法律です。
　会社法は、会社の組織に関する基本規則を含
みます。基本規則は、年次総会により任命される

協同組合
外部監査人 
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取締役会に対する要件を含みます。同様に、取締
役会は、取締役会の活動を主導する取締役会会
長、取締役会のガイドラインおよび指示に従い継
続的な経営管理に責任を負う社長を任命しま
す。年次総会はまた、業務を監視し、計算書類を
検査する監査人を任命するものとします。

信用専門会社として、公社は、銀行・金融業法
ならびにスウェーデン金融監督局および欧州連
合(EU)内で同局に相当する欧州監督機関(ESA)に
より発表される一般勧告および規則を遵守しな
ければなりません。

コーポレート・ガバナンスの原則
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/リジョンです。協同組合
は、組合員およびそれらが持分の過半数を所有
する関係会社に費用効率の高いかつ安定した借
入れによる資金調達へのアクセスを提供すること
を主な目的としている協同事業組織です。

定款により、協同組合は、利潤をあげる目的で
運営することはできません。内部留保を除いて、
すべての余剰金は組合員に供与されることになり
ます。組合員自らが業務の重点を決定し、個々の
組合員が単独で決定的な影響を及ぼすことはあ
りません。年次総会において、各組合員は1個の
議決権を有します。

以下は、コーポレート・ガバナンスの柱となる
いくつかの原則を示しています。これら以外に
も、取締役会の正式な活動計画、社長に対する
指示および取締役会により採択されたその他の
内部規則があります。

持分保有者指令 
協同組合の理事会は、公社に対する指令を作成
し、かかる指令は毎年、年次総会で設定されま
す。持分保有者指令は、協同組合が公社の取締
役会に委託する業務の枠組みを定めています。
持分保有者指令には主として、連結、リスク水
準、報酬に関する方針、出張・交際費に関する方
針、資金調達問題に関する専門知識、商品・サー
ビスの開発および協同組合により定められた公
社の特別業務に関する方針に係るガイドラインが
含まれます。持分保有者指令は毎年、公社の年次
総会でも設定されます。

業務に関する目標
公社の包括的な目標は、協同組合の組合員のた
めに最大限の便益を生み出すことです。とりわ
け、これは、顧客満足度を高く維持すること、組
合員の借入れによる資金調達において多くの割
合を占めること、高水準の費用効率を維持するこ
とおよび業務の長期的な重点を支える財務力を
有することによって達成されなければなりませ
ん。目標に対するフォローアップは5頁に示されて
います。

報酬に関する方針
取締役会は、公社内で適用される報酬に関する
方針を設定します。報酬は、業務が最適な方法で
実施されるように、従業員を引き付け、維持し、
意欲を促すような状態を作り出すものでなければ
なりません。報酬およびその他の雇用条件が市
場に沿ったものであること(ただし、その水準は一
番高いものではありません。)、また固定給のみで
構成されることが基本方針です。変動報酬は支
払われていません。給与は、携わった仕事とその
難易度、責任、学歴要件、従業員の課された仕事
の達成度、および業務上の改善への貢献の程度
を考慮した上で設定されます。

株主および年次総会
協同組合が公社の全株式を保有しており、年次
総会において影響力を行使します。公社の年次
総会は、協同組合の年次総会と直接的に関連し
て、2014年4月10日に開催されました。

公社の年次総会では、取締役会および社長
が提案した2013年度年次報告書を承認し、取
締役および社長の当該年度についての責任を解
除しました。さらに、年次総会では、取締役会お
よび社長により提案された利益処分が承認され
ました。

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

・選任委員会の活動に関する情報
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取締役会の全員が年次総会で再任されまし
た。エレン・ブラムネス・アルヴィドソンが取締役
会会長に再任されました。

また年次総会では、以下の事項が決議され
ました。
• 持分保有者指令の採択
• 定款の変更
• 取締役会が当該会計年度中の新株発行を実

施することについての承認

選任委員会
協同組合の会社であるスウェーデン地方金融公
社、スウェーデン地方不動産会社および関連会社
であるアドミニストラティヴ・ソリューションズ
NLGFA社(Administrative Solutions NLGFA AB)
(北欧の地方自治体資金調達機関)のために1つの
選任委員会が置かれています。選任委員会は、体
系的で透明性の高いプロセスによって任命決定
の準備を行う最終的な責任を負っており、かかる
プロセスにより、株主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。取締役会は、選任委員会の指示に従い、業務
の性質、規模および複雑度を反映して構成され
なければなりません。取締役のうち少なくとも1名
は、組合員であるコミューンまたはランスティング
における現職または前職の管理委員であり、また
地方自治体部門および政治プロセスについての
知識を有していなければなりません。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。

取締役会－スウェーデン地方金融公社 
公社の取締役会は、その組織および経営に対して
最終責任を負います。毎年、取締役会は、とりわ

け、取締役会の職務、取締役会への報告、取締
役会会議の回数や定例的な内容、取締役会およ
び社長の活動についての評価を規定する正式な
活動計画を策定します。

さらに、取締役会は、業務の目標および戦略
を策定し、リスクの特定および管理に責任を負
い、予め定められた目標に沿って業務を実施する
ようにします。取締役会はまた、公社内で作成す
べき報告書について定める報告方針などの内部
ガイドラインを作成するという任務を負います。
取締役会全体としては、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
続規則は少なくとも1年に1回審査された上で採
用されます。

取締役会は、公共サービス、資本市場および
事業の発展などの分野において広範な技能を有
する8名の取締役で構成されています。

取締役会会長
取締役会会長は、取締役会の活動がよく組織化
され、効率的に行われていること、および取締役
会がその任務を果たすことを確保する責任を負
います。とりわけ、取締役会会長は、取締役会の
中で開かれた建設的な討議を促進し、取締役会
が継続して公社および業務についての最新知識
を得て知識を深め、取締役会が利益相反を認
識、対処し、また親団体から意見を受領して取締
役会内でこれを伝えることを通例とするようにし
なければなりません。さらに、取締役会会長は、
取締役会の決定が効率的に実施されているかを
確認し、取締役会の活動が年ごとに評価されるよ
うにし、またディスカッション・パートナーとして
機能して、公社の社長を支援するものとします。

取締役会会長はまた、公社の報酬に関する方
針が独立して見直されるようにすること、および
公社の報酬に関する方針の適用を監視すること
に責任を負います。

協同組合が所有する会社の選任委員会 2014年/2015年 

アン-シャーロッテ・ステンキル(M)、バールベリィ・コミューン、議長；アルフ・エグナーフォーシュ(S)、エスキルスツーナ・コミューン、副議長；エ

バ-マイ・カールソン(C)、ビンデルン・コミューン；マルガレータ・ヨンソン(S)、トロルヘッタン・コミューン 

選任委員会に関する追加情報(正式な活動計画全体を含みます。)は、ホームページwww.kommuninvest.orgで入手することができます。
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社長兼最高経営責任者
取締役会は、社長兼最高経営責任者に対する一
連の指示を採択しており、かかる指示にはその職
務および責任の詳細が規定されています。社長
は、取締役会のガイドラインに従い公社の継続
的な経営を担うものとします。これは、予定業務
計画、予算および年次/中間計算書類の作成を対
象としています。社長はまた、財政状況および状
態を取締役会に報告する際に適切なシステムと
手続きが整備されていること、業務が規則を遵
守して実施されていること、および業務において
生じる様々なリスクに関するガイドラインおよび
指示を設定することに責任を負います。

取締役
2014年度中、公社の取締役会は、エレン・ブラム
ネス・アルヴィドソン(取締役会会長)、ローレン
ツ・アンダーション、クート・エリアソン、アンナ・
フォン・クノーリング、カタリーナ・ラーゲルスタ
ム、アンナ・サンドボリィおよびヨハン・トーング
レン、ならびに従業員代表のアンダーシュ・ペラン
ダーで構成されていました。取締役は、37頁に紹
介されています。

報酬
スウェーデン地方金融公社の取締役会会長は、
年次総会で決定されたとおり、400,000クローネ
（前年度：400,000クローネ）の2014年度報酬
を受け取りました。その他の取締役は、年次総
会で決定されたとおり、100,000クローネの固
定報酬および会議1回当たり10,000クローネの
変額報酬を受け取りました。報酬全体について

は38頁の表に詳細が記載されています。取締役
に対して支払われた報酬総額は、2014年度は
1,615,000クローネ（前年度：1,400,000クロー
ネ）に上りました。

2014年度における取締役会の活動
2014年度において、取締役会は、定例の取締役会を8回（前年
度：7回）、臨時の取締役会を1回(前年度：2回)、また取締役会初
会合を1回(前年度：1回)開催しました。継続中の事項に加え、議
題および決議には以下の事項が含まれました。

・内部資本評価

・リスクの枠組み

・自己資本問題

・報酬問題

・ローン・プログラムの更新

・資本要件指令、監督要件およびEMIR(欧州市場基盤規則)等

の新しい規則に関連する問題 

・カウンターパーティについての限度額

・顧客および従業員調査

・組織問題

・債務管理システム(KI Finance)

・人事に関する方針

・カウンターパーティの見直し

・持分保有者指令
・年次報告書および中間報告書
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エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
フィナンス・ノリェ(ノルウェー)国際調整担当デ

ィレクター

選任：2003年より取締役、2006年より2013年ま

で取締役会副会長、2013年より取締役会会長

学歴：オスロー大学経済学修士、ストックホルム

商科大学およびFAF金融アナリストコース修了

前職：スウェーデン保険協会チーフ・エコノミス

ト、財務省次官および一等書記官

カタリーナ・ラーゲルスタム 
独立コンサルタント兼専門家委員会委員

選任：2009年より取締役

学歴：ストックホルム商科大学博士号、スウェー

デン王立工科大学工学士

前職：クリアストリーム・ルクセンブルク取締役、 

H u f v u d s t a d e n  AB 最高財務責任者、 

Bankstödsnämnden 審査マネージャー

その他の職務：Erik Penser銀行株式会社、ICA 

Banken AB、Landshypotek AB、リテール・ファイ

ナンス・ヨーロッパ、役員会アカデミー、ストック

ホルムにおいて取締役、フランス語学校財団副理

事、スウェーデン軍監視委員会メンバー

ローレンツ・アンダーション
選任：2001年より取締役 
学歴：ルーレオー大学工学部名誉博士、建設技師

前職：ベスターボッテン県知事、セレフテオー・コ

ミューン執行委員会議長、ABアサコおよびポラリ

スABにおいて社長

その他の職務：ノール木材センターおよびノルボ

スニア鉄道ABにおいて取締役会会長

クート・エリアソン
SABO(スウェーデン公共住宅供給会社連合)最高

運営責任者

選任：2010年より取締役

学歴：ストックホルム商科大学不動産エージェン

ト・コース、IFL管理者教育コース修了 
前職：Förvaltnings AB Framtiden最高経営責任

者、Riksbyggen取締役

その他の職務：ファイナンスウォッチ(ブリュッセ

ル)、チャルマース工科大学財団法人、北欧住宅組

織(NBO)およびJärntorgskvarteret ABにおいて理

事長/会長、FastigoおよびSABO Försäkring AB取

締役

アンナ・フォン・クノーリング 
財務局副局長、フィンランド

選任：2004年より取締役

学歴：ヘルシンキ大学法学修士、スウェーデン経

営経済大学経済学修士（ヘルシンキ） 
前職：財務省財務局

その 他の職 務：北欧 資本市場評議 会 理事、    

Tre Smeder 協会委員団（ヘルシンキ）メンバー、

ユーロクリア・フィンランド市場諮問委員会委員

アンナ・サンドボリィ 
パブリック・パートナー合資会社、コンサルタント

選任：2010年より取締役 
学歴：ウプサラ大学法学修士

前職：カールスタード・コミューン事務局長、 

Karlstads Stadshus AB 社長

その他の職務：Vänerhamn AB副会長

ヨハン・トーングレン
コンサルタント

選任：2009年より取締役

学歴：ストックホルム商科大学経営学修士

前職：SASグループ上席副社長兼最高財務責任

者、SASグループにおいてグループ・ファイナンス

担当副社長、Svensk Exportkredit AB 財務担当者

その他の職務：SPP Fonder AB会長

アンダーシュ・ペランダー
従業員代表

選任：2012年より取締役 
学歴：ウプサラ大学数学博士.
公社での役職：金融アナリスト

前職：スウェーデン地方金融公社 市場リスク・ア

ナリスト、ノルビーク大学講師

取締役会－           
スウェーデン地方金融公社
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スウェーデン地方金融公社の監査人
公社の年次総会で外部監査人および一般監査人が選任さ
れます。定款に従い、公社は監査人を1名置かねばなりませ
ん。監査人は、公社の年次総会において、年次総会での協
同組合の代表による提案に沿い、監査人の選任後4回目の
会計年度に開催される定時年次総会の終了までを任期とし
て任命されます。また年次総会においては、代理監査人も
任命されます。

外部監査人
公社の2012年年次総会において、アーンスト・アンド・ヤン
グABが、2016年に開催される年次総会の終了までを任期
として監査法人に任命されました。アーンスト・アンド・ヤン
グABは、公認監査人のエリック・オーストレーム氏を包括
的な責任を持つ監査人として選定しました。2014年、同氏
は、包括的な責任を持つ監査人として、公認監査人である
ペーター・ストランド氏の後任になりました。包括的な責任
を持つ監査人は、取締役会と少なくとも1年に2回は会合を
行います。エリック・オーストレーム氏のその他の監査業務
担当先には、Intrum Justitia AB、ナスダックOMX、Skistar 
AB、AB Svensk Eksportkredit(スウェーデン輸出信用銀
行)およびSvenska Handelsbanken AB(スヴェンスカ・ハン
デルスバンケン)が含まれます。

公社において外部監査人として任命されているのと同一
の監査法人が、協同組合においても外部監査人として任命
されています。公社において一般監査人として任命されて

いるのと同一の一般監査人が、協同組合においても一般
監査人として任命されています。目的は、グループについ
て、より効率的な監査を受けることです。

一般監査人
一般監査人は、外部監査人、取締役会会長、社長および公
社を代表するその他の者と定期的に会合を持ちます。必要
に応じて、一般監査人は、通常の法定監査以外の監査措
置を開始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、外部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。

協同組合の2012年年次総会において、以下の公社つい
ての一般監査人が、2016年年次総会の終了までを任期と
して任命されました。

アニタ・ボーマン(S)、ベスタービーク・コミューン執行委員
会の前副議長（再任）

ニクラス・ショーベリィ(M)、スクループ・コミューン執行委
員会の議長（再任）

報酬および出席―スウェーデン地方金融公社の取締役会

氏名 地位の独立性
取締役会会議出席

2014年度1
報酬、2014年度 

(クローネ)
報酬、2013年度 

(クローネ)

現任取締役

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 独立 10回(10回中) 400,000 400,000

ローレンツ・アンダーション 独立 10回(10回中) 210,000 175,000

クート・エリアソン 独立 9回(10回中) 185,000 160,000

アンナ・フォン・クノーリング 独立 9回(10回中) 200,000 165,000

カタリーナ・ラーゲルスタム 独立 10回(10回中) 205,000 150,000

アンナ・サンドボリィ 独立 10回(10回中) 205,000 175,000

ヨハン・トーングレン 独立 10回(10回中) 210,000 175,000

アンダーシュ・ペランダー 従業員代表 10回(10回中) 報酬を受けていません。 報酬を受けていません。

1) 2014年度の報酬は、取締役会会議10回およびスウェーデン地方金融協同組合との会合1回に対してです。
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スウェーデン地方金融公社の執行役員
公社の社長は、取締役会で決定された目標が達
成されるような方法で業務を主導、組織、発展さ
せます。取締役会および社長の職務分担規定が
明文化されています。

社長は、取締役会に、規制体制の変更、リス
ク、コンプライアンスおよび監査報告書の内容な
らびにその他の重大な事象について継続的に情
報を提供することに責任を負います。社長の職務
は、取締役会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、および取締役会が毎月書面
による報告書を受け取るようにすることです。

執行役員グループ
社長を支援するために執行役員グループが置か
れています。2014年度中、社長に加えて同グル
ープは、マリア・ビームネ(業務執行副社長)、ハ
ンス・ヴェリヤメッツ(最高業務責任者(COO))、
ヨハンナ・ラーション(最高財務責任者)、ミカエ
ル・ヨハンソン(人事部長）およびブリット・ケル
ケンベリィ(最高リスク管理責任者)で構成され
ていました。

トーマス・ヴェーングレン、社長
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
前職：公社副社長兼財務担当部長、SBAB財務担当者ほか
その他の職務：Vasallen AB取締役
誕生年：1961年

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

ブリット・ケルケンベリィ、最高リスク管理責任者
学歴：ウプサラ大学経営学士
前職:スウェーデン中央銀行統計担当部長、Treviseプライベート・
バンキング管理・財務部長、およびインター・イケア・トレジャリ
ー バックオフィス兼ミドルオフィス・マネージャーほか
誕生年：1964年

ミカエル・ヨハンソン、人事部長
学歴：エーレブロー大学、経営学-人事・職業問題プログラム修了、
経営管理-ストックホルム・スクール・オブ・ビジネス管理者教育コ
ース修了
前職:ランスティング・エーレブロー労働局人事部長、クムラ更正施
設・人事部長、ランスティング・エーレブロー エコノミストほか
誕生年：1961年

ヨハンナ・ラーション、最高財務責任者
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
管理者教育コース修了、金融・分析学学位（AFA、CEFA）
前職：公社財務アドバイザー、ビルカ・エネルギー社ポートフォリ
オ・マネージャーほか
誕生年：1973年

ハンス・ヴェリヤメッツ、最高業務責任者
学歴：ストックホルム商科大学経営管理学士
前職：BNPパリバ・フォルティス部門シニア・リレーションシップ・マ
ネージャー、PWCストラクチャード・ファイナンス担当ディレクター、
フィリップス・リーシングGmbH最高経営責任者ほか
誕生年：1957年

執行役員グループ

報酬(単位：クローネ)―スウェーデン地方金融公社の執行役員
氏名 年度 基本給 諸手当 変動報酬 年金費用 合計

トーマス・ヴェーングレン 2014年 2,774,552 96,096 – 826,185 3,696,833

2013年 2,890,263 85,644 – 803,927 3,779,834

マリア・ビームネ 2014年 1,871,279 – – 545,640 2,416,919

2013年 1,835,511 560 – 424,399 2,260,470

その他の執行役員 2014年 4,143,128 15,504 – 1,384,652 5,543,284

2013年 3,751,663 14,728 – 1,329,544 5,095,935
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財務報告プロセスの内部統制に対するスウェー
デン地方金融公社のプロセスは、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(1992年)に基づいています。プロセスには、
業務に関して設定された目標に基づき、5つの要
素が含まれています。すなわち、統制環境、リスク
評価、統制活動、情報・伝達およびフォローアッ
プです。プロセスは、適正で効率的な組織および
業務の管理、信頼できる財務報告および法令、
規則、内部規則だけでなく一般に認められた方
針および良質の基準を遵守する確固たる能力を
確保するよう企図されています。

統制環境
統制環境は、フォーマルおよびインフォーマルと
いう2つの異なる部分に分けることができます。
フォーマルな部分は、内部統制の原則を記載した
文書であり、以下が最も重要なものになります。
– 業務上のガバナンス体制の方針(公社の取締役

会により採用されたもの)
– 業務上のガバナンス体制に関する社長の指示

これらの文書に加えて、公社の活動は、とりわけ、
取締役会により承認された以下の方針および指
示文書により管理されています。
–  財務会計に関する指示
–  倫理方針
– マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対

する防止対策に関する指示

インフォーマルな部分は、取締役会および執
行役員グループにより確立された文化です。ま
た、公社の全従業員を網羅する行動規範もあ
ります。

リスク評価
公社は、オペレーショナル・リスクの年次自己評
価を行っており、かかる評価は公社の部門やグル
ープのすべてにおける全従業員をカバーしていま
す。当該自己評価には公社の財務報告に影響を

及ぼす可能性のあるリスクが含まれます。リスク
評価は、リスクの概念に関する公社の理解および
適用に基づいており、リスクの概念によれば、リス
クは確率と結果の組合せとしてとらえられます。

統制活動
公社内のすべてのプロセスは、様々なグループご
とに業務記述書によって記録されています。公社
の基幹的なプロセスについては、特別に策定され
たプロセス記述書が整備されており、実施される
確認事項についての記述も含まれます。

情報・伝達
公社は社内向のウェブサイトを持ち、同サイトで
方針、指示およびその他のガバナンス・ドキュメン
トが閲覧可能です。目標は、すべてのドキュメント
を毎年少なくとも1回更新することです。また、社
内向のウェブサイトで、執行役員グループ、公社の
資産・負債委員会(ALCO)および信用審査委員会
からの業務報告や議事録等の業務に関するその
他重要な情報も提供されています。公社の従業
員のすべてが基本的に1ヵ所のオフィスに集約さ
れていることにより、異なる業務分野の従業員間
および従業員と管理者間の伝達が奨励・促進さ
れています。

フォローアップ
取締役会は、予算額および実際の成績ならびに
関連する注釈を含む月次報告に基づき、継続して
公社の財務成績を監視しています。金融商品の
評価についての公社の原則は、ALCOグループに
より作成された後、公社の社長により採用されま
す。当該原則の遵守は、取締役会に年次報告が
行われます。加えて、内部監査は、ガバナンス、リ
スク管理および内部統制がどのように計画されて
遵守されているのかについての評価および見直
しを行います。

財 務 報 告 に 関 する         
内 部 統 制 に つ いての        
取 締 役 会 の 報 告
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損益計算書
1月1日から12月31日まで

 (単位：百万クローネ) 注記 2014年 2013年

利息収益 3,650.8 4,571.2

利息費用 -2,735.6 -3,601.7

純利息収益 4 915.2 969.5
支払手数料 5 -5.1 -5.6

金融取引純利益 6 101.9 38.7

その他営業収益 7 1.3 0.2

営業収益合計 1,013.3 1,002.8

一般管理費 8 -274.7 -239.3

無形固定資産減価償却費 17 -0.4 -

有形固定資産減価償却費 18 -2.9 -2.4

その他営業費用 9 -5.9 -3.5

費用合計 -283.9 -245.2

営業利益 729.4 757.6
税金費用 10 -161.0 -166.9

当期利益 568.4 590.7

包括利益計算書
1月1日から12月31日まで

(単位：百万クローネ) 注記 2014年 2013年

当期利益 568.4 590.7

その他包括利益
その後に損益計算書に振り替えられる可能性のある項目

売却可能金融資産 0.8 -8.3

損益計算書に振り替えられた売却可能金融資産 -6.8 1.0

その後に損益計算書に振り替えられる可能性のある項目に関連する公租公課 10 1.3 1.6

その他包括利益 -4.7 -5.7
包括利益合計 563.7 585.0

財務書類
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損益計算書についての注釈

収益
営業収益合計は、1％増加して、1,013.3百万クローネ(前
年度：1,002.8百万クローネ)でした。営業収益には、純
利息収益、支払手数料、金融取引純利益およびその他
営業収益が含まれます。

純利息収益 
純利息収益は、915.2百万クローネ(前年度：969.5百万
クローネ)に減少しました。かかる減少は、競争が増加
したため、貸付業務の利ざやが縮小したことに起因し
ています。

金融取引純利益
金融取引純利益は101.9百万クローネ(前年度：38.7百万
クローネ)でした。かかる利益は、65.4百万クローネ(前
年度：17.6百万クローネ)の未実現の市場価値変動に加
え、31.5百万クローネ(前年度：15.0百万クローネ)の自己
債券の買戻しおよび金融商品の売却のにより影響を受
けました。詳細については、注記6をご参照下さい。

公社は、金融商品の売却に関連した利益をその他
包括利益から当期利益/損失に6.8百万クローネ振り替
えました(前年度：1.0百万クローネの損失を振替え)。
公社の自己債券の買戻しからの利益は、0.2百万クロー
ネ(前年度：13.3百万クローネ)でした。

費用
費用は283.9百万クローネ(前年度：245.2百万クローネ)
に上り、110.7百万クローネ(前年度：99.0百万クローネ)
の安定化政策費用が含まれていました。安定化政策費
用は、総資産額に基づき算定されます。安定化政策費用
は公社の費用合計の39％(前年度：40％)を占めました。

安定化政策費用を除くと、費用は173.2百万クロー

ネ(前年度：146.2百万クローネ)であり、このうち人件費
が96.1百万クローネ(前年度：80.7百万クローネ)、その
他の費用が77.1百万クローネ(前年度:65.5百万クロー
ネ)でした。費用の増加は全体として、欧州銀行監督機
構(EBA)の新しい規則の導入に関連して、従業員数およ
びコンサルタント費用が増加したことに起因するものと
説明できます。

規制制度上の大きな変更や公社の国内および海外
の借入プログラムの拡大が相まって、業務へ一段と厳し
い要求を増加させ、全般に費用の増加をもたらしまし
た。並行して、業務合理化のためにプロジェクトや活動
が整えられ、長期的に費用の低減に寄与しました。

貸倒損失は−百万クローネ(前年度：−百万クローネ)
でした。 

営業利益
公社の営業利益(税引前利益)は、729.4百万クローネ
(前年度：757.6百万クローネ)でした。営業利益には
65.4百万クローネ(前年度：17.6百万クローネ)の未実
現の市場価値変動が含まれています。

市場価値変動の影響を除く営業利益は、664.0百万
クローネ(前年度：740.0百万クローネ)でした。税引後
利益は、568.4百万クローネ(前年度：590.7百万クロー
ネ)に上りました。

公租公課
損益計算書において認識された2014年度の税金費用
は、161.0百万クローネ(前年度：166.9百万クローネ)で
す。グループ補助金の支払により課税所得が減じら
れ、2014年度には−百万クローネ(前年度：−百万クロ
ーネ)でした。注記10もご参照下さい。

営業利益
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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 2014年 2013年

資産
担保適格国債 11 15,204.1 14,626.2

金融機関に対する貸付金 3 4,022.1 2,822.2

貸付金 3,12 222,803.7 208,644.0

債券およびその他利付証券 13 45,974.5 44,932.9

株式および出資持分 14 2.4 2.1

関連会社株式および出資持分 15 0.5 0.5

子会社株式および出資持分 16 32.0 32.0

デリバティブ 3,27 23,848.8 6,235.8

無形資産 17 1.6 -

有形資産 18 6.0 4.6

当期税金資産 10 79.0 79.0

その他資産 14.9 14.2

繰延税金資産 10 54.6 54.6

前払費用および未収収益 7.9 10.6

資産合計 312,052.1 277,458.7

負債、引当金および資本
金融機関に対する負債 3 4,800.6 4,352.0

有価証券 3 292,318.0 256,258.7

デリバティブ 3,27 10,628.3 13,231.8

その他負債 19 789.9 764.6

未払費用および前受収益 20 136.8 121.4

引当金 21 3.0 2.5

劣後債務 22 1,000.1 1,000.1

負債および引当金合計 309,676.7 275,731.1

資本
制限資本 
株式資本(1株当り額面100クローネ、各年度それぞれ20,463,850株および13,963,850株) 2,046.4 1,396.4

法定準備金 17.5 17.5

非制限資本

 公正価値準備金 12.6 17.3

 繰越利益 -269.5 -294.3

 当期利益 568.4 590.7

資本合計 2,375.4 1,727.6
負債、引当金および資本合計 312,052.1 277,458.7

備忘項目

担保提供 23 21,669.2 22,954.3

偶発債務 なし なし

債務

未実行の約定済貸付金 3,783.5 3,480.0

財務書類
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貸借対照表についての注釈 
総資産
公社の総資産は、貸付金の増加に起因して、312,052.1百万クローネ(前
年度：277,458.7百万クローネ)に増加しました。貸付金は、222,803.7
百万クローネ(前年度：208,644.0百万クローネ)に上りました。流動性
準備金は65,200.7百万クローネ(前年度：62,381.3百万クローネ)に上
り、貸借対照表項目である「担保適格国債」、「金融機関に対する貸付
金」および「債券およびその他利付き証券」から成ります。 

デリバティブ
デリバティブ契約は、業務において市場リスクに対応するためにリス
ク管理手段として用いられています。正の市場価値(貸借対照表におい
て資産として認識)および負の市場価値(貸借対照表において負債とし
て認識)を持つデリバティブはそれぞれ23,848.8百万クローネ(前年
度：6,235.8百万クローネ)および10,628 .3百万クローネ(前年
度：13,231.8百万クローネ)でした。

負債
2014年度末現在、公社の負債は、309,676.7百万クローネ(前年
度：275,731.1百万クローネ)に上りました。当該年度における変動は、主
に貸付けの増加の結果として借入れが増加したことで説明されます。 

劣後債務
劣後債務は、協同組合により貸し付けられた永久劣後ローン(perpetual 
debenture loan)から成ります。当該ローンは1,000.1百万クローネ(前
年度： 1,000.1百万クローネ)でした。

公社の総資産
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資本変動表

制限資本  非制限資本
  

資本合計

(単位：百万クローネ) 株式資本  法定準備金
公正価値

準備金1
繰越利益

/損失 当期利益 

2013年1月1日現在の前期繰越資本 628.4 17.5 23.0 –36.8 320.6 952.7

当期利益 590.7 590.7

その他包括利益2 –5.7 –5.7

包括利益合計 -5.7 590.7 585.0

株主との取引*

余剰金処分 320.6 –320.6 0.0

新株発行 768.0 768.0

グループ補助金 –741.1 –741.1

グループ補助金に関する税効果 163.0 163.0

株主との取引*合計 768.0 –257.5 –320.6 189.9

2013年12月31日現在の次期繰越資本 1,396.4 17.5 17.3 –294.3 590.7 1,727.6

2014年1月1日現在の前期繰越資本 1,396.4 17.5 17.3 -294.3 590.7 1,727.6

当期利益 568.4 568.4

その他包括利益2 -4.7 -4.7

包括利益合計 -4.7 568.4 563.7

株主との取引*

余剰金処分 590.7 -590.7 0.0

新株発行 650.0 650.0

グループ補助金 -725.6 -725.6

グループ補助金に関する税効果 159.7 159.7

株主との取引*合計 650.0 24.8 -590.7 84.1

2014年12月31日現在の次期繰越資本 2,046.4 17.5 12.6 –269.5 568.4 2,375.4

2013年 2014年

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 17.3 12.6

2)  その他包括利益
　  42頁の包括利益計算書をご参照下さい。

 *  スウェーデン地方金融協同組合との取引

財務書類
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資本変動表についての注釈

資本 
2014年度末現在、公社の資本は、協同組合への725.6百万クローネ(前
年度：741.1百万クローネ)のグループ補助金の支払の後、2,375.4百万
クローネ(前年度：1,727.6百万クローネ)に上りました。公社の資本の増
加はまた、当期利益(568.4百万クローネ(前年度：590.7百万クローネ))
および株式資本の増加(650.0百万クローネ(前年度：768.0百万クロー
ネ))に起因しました。株式資本の増加のうち、650.0百万クローネ(前年
度：768.0百万クローネ)が協同組合の既存組合員からの出資および−
百万クローネ(前年度：20.0百万クローネ)が協同組合の新規組合員か
らの出資です。

資本はまた、「売却可能金融資産」として分類される資産の市場価
値変動により影響を受けました。

余剰金の分配モデル 
協同組合の持分保有者指令に従い、公社の資本は、利益の累積によっ
て増額されています。公社の業績を最終的な持分保有者、つまり協同
組合の組合員に明確にするために、協同組合は、2011年会計年度分よ
り、余剰金の分配の適用を開始しました。

協同組合の年次総会で、余剰金の分配についての決定を行いま
す。余剰金は、公社から協同組合へグループ補助金として分配され、協
同組合の費用が差し引かれた後、取引高に応じた還元および出資へ
の利息として協同組合の組合員へさらに分配されます。余剰金の分配
は、組合員に対するいかなる条件にも、返済責任または新たな出資金
の支払責任にも関連するものではありません。

協同組合の2014年年次総会で、余剰金の分配において696.5百万
クローネ(前年度：778.5百万クローネ)の支払が承認されました。支払
は5月に完了しました。

株式資本の強化
協同組合の年次総会ではまた、新たな出資を行うか否を決定します。
協同組合に対して行われる出資は、公社の自己資本を強化するために
使用することができます。協同組合の2014年年次総会の後に開催さ
れた協同組合の理事会会合で、協同組合に対して696.5百万クローネ
(前年度：768.0百万クローネ)の出資が行われる旨が決議されました。
すべての組合員が参加することを選択しました。

協同組合の理事会は、新規株式資本として公社に650.0百万クロー
ネ(前年度：768.0百万クローネ)を注入する旨を決議しました。2014年
12月、協同組合の理事会会合で、理事会は、かかる出資の残りの46.5
百万クローネおよび2014年度に新規組合員により協同組合に払い込
まれた出資については協同組合に留保する旨を決議しました。

資本
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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) 2014年 2013年

営業活動

営業利益 729.4 757.6

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 -62.2 –15.4

税金の支払 -0.7 –0.6

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 666.5 741.6
利付証券の増減 -1,220.5 –11,840.9

貸付金の増減 -11,659.3 –8,741.7

その他資産の増減 2.3 2.1

その他負債の増減 12.1 7.1

営業活動からのキャッシュ・フロー -12,198.9 –19,831.8

投資活動

無形資産の取得 -2.0 -

有形資産の取得 -4.3 -1.6

有形資産の処分 - 0.4

投資活動からのキャッシュ・フロー -6.3 -1.2

財務活動

利付証券の発行 108,359.7 126,416.0

利付証券の償還 -94,908.2 -119,342.0

新株発行 650.0 768.0

グループ補助金の支払 -696.5 -805.3

財務活動からのキャッシュ・フロー 13,405.0 7,036.7

当期のキャッシュ・フロー 1,199.8 -12,796.3

期首現金および現金同等物残高 2,822.3 15,618.6

期末現金および現金同等物残高 4,022.1 2,822.3

現金および現金同等物には、取得から3ヵ月以内に満期が到来し、価値変動についてわずかなリスクしか負わない、金融機関に対する貸付金

のみが含まれます。.

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整

減価償却費 3.3 2.4

有形資産の処分による利益 - –0.2

金融資産の増減による為替レート差額 -0.1 0.0

未実現の市場価値変動 -65.4 –17.6

合計 -62.2 –15.4

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 3,820.7 4,379.3

支払利息 -2,927.5 –3,481.0

財務書類

48 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号SE556281-4409   2014年度年次報告書



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。 

注記 1  スウェーデン地方金融公社に                              
関する情報

本年次報告書はスウェーデン地方金融公社(登録番号：SE556281-
4409)の2014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。

年次報告書の公表については、2015年2月24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、2015年4月16日
の年次総会での承認を受けるものとします。

注記 2 会計原則

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。)(適用あるすべての改
正規則を含みます。)に従って作成されています。

したがって、EUにより承認されたすべてのIFRS(国際財務報告基
準)および解釈指針には、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。

ÅRKL第7条第6a項に従い、公社は連結計算書類を作成しないこと
を選択しました。

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。

連結計算書類
2012年1月1日以降、スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方
不動産会社(Kommuninvest Fastighets AB)を所有しており、スウェー
デン地方金融公社は現在、親会社であるスウェーデン地方金融公社お
よび子会社であるスウェーデン地方不動産会社から成る企業集団を形
成しています。スウェーデン地方不動産会社の業務はもっぱら、スウェ
ーデン地方金融公社が業務を行っている建物の所有および管理です。
財政状態および利益の公正な概観を示すにあたり、公社の子会社の重
要性が低いため、ÅRKL第7条第6a項に従い、スウェーデン地方金融公
社は連結計算書類を作成しません。詳細については、注記16をご参照
下さい。連結計算書類は、親団体であるスウェーデン地方金融協同組
合により作成されており、ホームページwww.kommuninvest.se上に公
表されています。

新基準および改正基準ならびに解釈指針 
IAS(国際会計基準)第32号「金融商品：表示」
変更には、金融資産と金融負債との相殺が認められる時期を定める
規則に関する分類が含まれます。改正は、2012年12月にEUにより承
認され、2014年1月1日より適用されています。改正は公社の業績、財

政状態、開示、資本要件、自己資本または大口エクスポージャーに影
響を及ぼさないものとみられます。

IFRS第10号「連結財務諸表」 
IAS第27号およびSIC(解釈指針委員会解釈指針)第12号に置き換わる
連結財務諸表に関する新基準。IFRS第10号は、企業の投資のすべて(
従前は特別目的事業体(SPE)と呼ばれ、SIC第12号に基づき規定され
ていたものを含みます。)につき支配的影響力が存在しているか否か
の評価に適用されるモデルを含みます。支配的影響力が存在するため
には、投資者は投資対象に対して影響力を有さねばならず、引き受け
た投資対象についてリスクを負い変動リターンに対する権利を有し、
さらにリターンに影響を及ぼすべく投資対象へ影響力を行使できなけ
ればなりません。EUによれば、基準は2014年1月1日以後に開始する
会計年度に遡及して適用されます。基準はEUにより承認されました。
公社はÅRKL第7条第6a項に従い連結計算書類を作成していないた
め、基準は公社の業績、財政状態、開示、資本要件、自己資本または
大口エクスポージャーに影響を及ぼさないものとみられます。

IFRS第11号「共同支配の取決め」
共同支配企業(ジョイント・ベンチャー)および共同事業の報告に関す
る新基準。新基準は主として、IAS第31号「共同支配企業に対する持
分」と比べると、2つの変更を導入しています。変更の1点目は、投資が
共同事業または共同支配企業とみなされるか否かを扱います。会計規
則は、当該投資の種類により異なります。変更の2点目は、共同支配企
業に、持分法に従い会計処理を行うことを要求し、比例連結法の適用
が不可とされることです。EUによれば、基準は2014年1月1日以後に開
始する会計年度に適用されます。基準はEUにより承認されました。基
準は公社の業績、財政状態、開示、資本要件、自己資本または大口エ
クスポージャーに影響を及ぼさないものとみられます。

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」
子会社、共同支配の取決め、関連会社および組成された非連結企業
への投資についての開示に関する新基準。EUによれば、基準は2014
年1月1日以後に開始する会計年度に遡及して適用されます。基準はEU
により承認されました。基準は公社の業績、財政状態、開示、資本要
件、自己資本または大口エクスポージャーに影響を及ぼさないものと
みられます。

改正IAS第27号「個別財務諸表」
改正基準は、法的主体に関する規則のみを含みます。本質的に、個別
財務諸表における会計処理および開示に関する変更はありません。関
連会社および共同支配企業についての会計処理および開示はIAS第
27号に含まれています。EUによれば、改正は2014年1月1日以後に開
始する会計年度に適用されます。改正はEUにより承認されました。改
正は公社の業績、財政状態、開示、資本要件、自己資本または大口エ
クスポージャーに影響を及ぼさないものとみられます。

IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」
改正基準は、従前のIAS第28号に概ね一致しています。改正は、持分
に変動があった場合または重大な影響力もしくは共同支配の影響力
が喪失する場合もしくは喪失しない場合にどのように会計処理を行う
かを扱っています。EUによれば、改正は2014年1月1日以後に開始する
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会計年度に適用されます。改正はEUにより承認されました。改正は公
社の業績、財政状態、開示、資本要件、自己資本または大口エクスポ
ージャーに影響を及ぼさないものとみられます。

IAS第36号「資産の減損」
非金融資産の回収可能価額に関する開示。改正は、のれんが配賦され
た資金生成単位のすべての回収可能価額を開示するための要件の廃
止を伴います。さらに、売却費用控除後の公正価値および使用価値に
関する開示要件が調整されています。基準は2014年1月1日以後に開
始する会計年度に遡及して適用されます。改正はEUにより承認されま
した。改正は公社の業績、財政状態または開示に影響を及ぼさないも
のとみられます。

IAS第39号「金融商品」
デリバティブの更改およびヘッジ会計の継続適用。改正は、デリバティ
ブ契約のカウンターパーティが法令により変更された場合であって
も、企業にヘッジ会計を継続適用することを認めています。基準は
2014年1月1日以後に開始する会計年度に遡及して適用されます。改正
はEUにより承認されました。デリバティブ契約のカウンターパーティが
法令により変更された場合に企業はヘッジ会計を中止する必要がなく
なるため、改正は公社に影響を及ぼす可能性があります。

新基準および改正基準ならびに解釈指針で
まだ効力を生じていないもの
2014年度の後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、以下の規則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。公社はいずれの規則も先行して適用しておらず、代わり
にEUにより適用が採択された時点で規則を適用します。

IFRS第9号「金融商品」
基準は、2018年1月1日付で効力が生じ、IAS第39号「金融商品：認識
および測定」に置き換わります。新基準の様々な部分(金融資産および
金融負債の認識および測定に関するものがその一部です。)が見直さ
れています。IFRS第9号では、金融資産は3つの異なる種類に従い分
類されることになります。分類は、資産の性質および企業の事業モデ
ルに応じて当初認識時に設定されます。金融負債については、IAS第
39号から大きな変更はありません。最も大きな変更は、公正価値で認
識される負債に関連するものです。これらにつき、企業自身の信用リス
クに起因する公正価値の変動部分は、計算書類において不一致を生じ
させない限り、利益においてではなく、その他包括利益において認識
されるものとされます。

その他の部分はヘッジ会計に関連しています。大方の場合、新しい
原則によって、金融商品における企業の金融リスク管理に公正な概観
を提供する会計処理の条件が改善されます。最終的に、新しい原則は、
モデルが想定損失に基づく場合は、金融資産の減損に関連して導入さ
れています。新しいモデルの目的は、初期段階で生じる貸倒損失に関
する規定を含みます。減損はすべての種類の資産(貸付けおよび投資
を含みます。)に適用されます。EUは基準をまだ承認していません。公
社は、IFRS第9号についての影響の評価をまだ行っていません。

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
基準は、2017年1月1日付で効力が生じ、収益を扱う従前に公布された
すべての基準および解釈指針 (すなわち、IAS第11号「工事契約」、IAS

第18号「収益」、IFRIC(国際財務報告解釈指針委員会解釈指針)第13
号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」、IFRIC第15号「不動産の
建設に関する契約」、IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」、SIC第
31号「収益−宣伝サービスを伴うバーター取引」)に置き換わります。
したがって、IFRS第15号は、収益の認識全体に係る複合的なモデルを
含みます。EUは基準をまだ承認していません。公社は、IFRS第15号に
ついての影響の評価をまだ行っていません。

IFRIC第21号「賦課金」
基準は、どの時点で手数料(fee)(「賦課金」)の支払に関して負債を認
識するかを明確にしており、IASB(国際会計基準審議会)に従い2014年
1月1日以後に開始する会計年度に適用されます。ただし、EUは、基準
につき2014年6月17日以後に開始する会計年度への適用を承認しま
した。つまり、会計年度が暦年と一致する企業については2015年に効
力を生じます。「賦課金」は、法規制に従い、中央政府当局または同等
の機関が会社に課す手数料(fee)/公租公課ですが、法人税、課徴金や
罰金は適用範囲外です。解釈指針では、ある事象が生じた結果として
会社に手数料支払義務が発生した時点で負債が認識されると規定さ
れています。安定化政策費用についてはIFRIC第21号により影響を受
けますが、解釈指針は公社の利益、財政状態、開示、資本要件、自己
資本または大口エクスポージャーに重大な影響を及ぼさないものとみ
られます。

まだ効力を生じていないその他の新基準および改正基準は、公社
の財政状態、利益または開示要件に重大な影響を及ぼすかについて、
評価は行われていません。

重要な判断および仮定
年次報告書の作成には、会計および開示に影響を及ぼす判断および
仮定が含まれます。金融商品の会計上の分類の選択にかかる会計原
則を適用する際の最も重要な判断については、以下のとおり、金融商
品の項において説明されています。

活発な市場で売買が行われていない金融商品の公正価値を決定
する際、公社は評価技法を適用し、不確実性に関連する可能性がある
仮定を設定します。注記26には、金融商品の公正価値の形態ならびに
重要な仮定および感応度分析を含む不確実性が記載されています。
財務書類は発生主義原価ベースで作成されますが、発生主義原価の
代わりに公正価値で認識される公社の金融資産および金融負債の重
要な部分は対象外であり、それらはヘッジ会計の対象であるリスクに
関連して公正価値への修正がなされます。詳細については、「金融商
品」の項および注記26をご参照下さい。

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、百万クローネ単位で表示されています。

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

注記2続き 
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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。

子会社
子会社の持ち株は原価法に従い計上されています。 

利息収益および利息費用
損益計算書において示される利息収益および利息費用は、以下で構成
されています。
− 償却原価で測定される金融資産および金融負債に対する利息
− 売却可能として分類される金融資産に対する利息
− 損益を通じて公正価値で測定され、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

利息収益および利息費用は、有効な利息法を適用し、算定、計上され
ます。適用ある場合、利息収益および利息費用には、取引費用の期間
区分ごとの金額を含みます。

資産のヘッジを図るために用いたデリバティブに関する利息収益
および利息費用は、利息収益として認識されています。負債のヘッジ
を図るために用いたデリバティブに関する利息収益および利息費用
は、利息収益として認識されます。

支払手数料
支払手数料は、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構成されています。

金融取引純利益
「金融取引純利益」項目は、金融取引から生じる実現・未実現の価値
変動を包含しています。金融取引純利益は以下で構成されています。
− 売買目的で保有される資産および負債の未実現の公正価値変動
− 損益を通じて公正価値で認識される資産および負債の未実現の公

正価値変動
− 公正価値ヘッジ会計が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

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。
詳細については、注記26をご参照下さい。

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、公社が金融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、または公社が契約上の権利に対する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、当該金額につき相殺適格で、かつ純
額で項目の調整を図る意向であるか、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。

金融商品の分類および測定
金融商品は当初、取引費用を考慮した公正価値で測定されますが、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の分類に
含まれる資産および負債は対象外で、取引費用を考慮することなく公
正価値で測定されます。

金融商品を最初に認識するときは、一部はその購入目的に基づき
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評価される金融資産および金融負債
この分類の金融商品は、継続して公正価値で測定され、価値変動が損
益計算書に計上されています。

この分類には、売買保有目的の金融資産および金融負債や公社が
当初認識時にこの分類に分類したその他の金融資産および金融負債
といった2つのサブグループがあります。

1つ目のサブグループは、金融ヘッジのために保有されますが、ヘッ
ジ会計に含まれないデリバティブとトレーディング業務に含まれる投
資から成ります。

2つ目のサブグループは、貸付金および投資等の資産を含みます。
公社がかかる資産をこの分類に分類している理由は、そうしない場合
に測定および認識に関して生じうる会計上のミスマッチを是正するた
めです。借入れ、貸付けおよび投資の条件がマッチしない場合に生じ
る市場リスクを抑制するため、リスク管理手段としてデリバティブ契約
が用いられます。損益を通じてデリバティブを公正価値で測定し、その
関連する貸付金または投資を公正価値で測定しなかったならば会計上
のミスマッチが生じうることになります。

2つ目のサブグループはまた、金融機関に対する負債および有価証
券を含みます。これは主として、固定金利での借入金および仕組み借
入金を指します。固定金利での借入金をこの分類に分類している理由
は、かかる借入金が、デリバティブを用いて、財務上は公正価値でヘッ
ジされ、また借入金が主として公正価値で測定される貸付金に充当さ
れているためです。借入金ではなく、貸付金とデリバティブを公正価値
で測定すると一致しない場合があります。

仕組み信用をこの分類に分類している理由は、かかる借入金が重
要な組込みデリバティブに含まれているため、また単独のデリバティブ
と借入金の評価上の不一致を大幅に減らすためです。

注記2続き 
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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。これらの資産は支払われる予定額、すな
わち貸倒れを控除して測定されます。これは金融機関に対する貸付金
および一定のその他の貸付金を含んでいます。

売却可能金融資産
この分類には、公社のトレーディング業務に含まれない利付証券または
金利ヘッジのデリバティブを伴わない利付証券への投資が含まれてい
ます。

この分類の資産は、継続して公正価値で測定され、価値変動はそ
の他包括利益において認識されています。評価減や為替レート差額に
よる価値変動は損益計算書において認識されています。利息も損益計
算書で認識されています。

その他包括利益において認識される公正価値での測定は、金融商
品が満期となるかまたは処分されるまで継続します。資産の処分の
際、従前はその他包括利益で認識されていた損益の累計額は損益計
算書において認識されています。

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

ヘッジ会計
真実かつ公正な業務の概観を得るため、公社は、可能な場合、1つまた
は複数の金融商品でヘッジを行っている資産および負債には公正価値
ヘッジ会計を適用しています。ヘッジ対象リスクとは、スワップ金利の
変動の結果として生じる公正価値変動のリスクです。そのためヘッジ
項目は、ヘッジ対象リスクの公正価値変動に基づき再評価されていま
す。公社はヘッジ手段として金利スワップおよび通貨スワップを利用し
ており、資産/負債は、金融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資産/負債は
償却原価で認識され、資産/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。

金融商品の貸倒損失および評価減
コミューンおよびランスティングは、地方自治体当局のスウェーデン憲
法上の特別な地位および課税権に基づき、破産宣告を受けることはあ
りません。その他いかなる方法によっても存在が消滅することもありま
せん。このため、コミューンおよびランスティング/リジョンの債務には、
政府の黙示的な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/リジョン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つまたは複数の事由(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測される将来キャッシュ・フローに影響を及ぼし
た結果として、金融資産または資産グループについて評価減が必要で
あるとする客観的な証拠があるか否かを評価します。客観的証拠と

は、1)発生している観察可能な条件のうち取得原価を回収する可能性
に悪影響を及ぼすもので、かつ2)売却可能金融資産として分類される
金融投資の公正価値が大幅にもしくは長期的に減少するようなものを
指しています。

発生主義原価で報告された金融資産の減損を認識する必要性に
対して客観的指標が存在する場合、かかる減損額は、資産の予測され
る将来キャッシュ・フロー(当初実効金利にて割引後)の現在値と報告
された資産の価値の差異として計算されます。

無形資産 
無形資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上されています。減
価償却費は、無形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。耐用年数の期間の見直しは少なくとも年に1回行われます。見積
耐用年数は5年です。

有形資産
有形固定資産は、将来の経済的便益が公社にもたらされることが見込
まれ、資産原価が確実に測定されうる場合、貸借対照表において資産
として認識されています。

有形固定資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上されてい
ます。

有形固定資産の認識値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値
との差異とで成ります。損益は、その他営業収益/その他営業費用とし
て認識されています。

減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計上されて
います。公社は、設備の耐用年数を5年と算定しています。貸借対照表
に含まれる美術品については減価償却がなされません。

保険を通じた年金
労働協約に基づく勤務に対する年金給付に係る公社の年金制度
は、SPP社との保険契約を通じて確保されています。

IAS第19号に従い、掛金建(確定拠出型)年金制度は退職後給付制
度であり、公社はこれにより一定の掛金額を別個の事業体に支払いま
すが、事業体が従業員の当期および前期以前の期間の勤務に関連す
るすべての従業員給付を払うために十分な資産を保有していない場合
でも、さらなる法的その他の債務を有しません。給付建(確定給付型)
年金制度は、掛金建(確定拠出型)制度とは別のタイプの退職後給付
制度として分類されます。

公社の従業員に対する年金制度は、複数の雇用主を包含する掛金
建(確定拠出型)制度です。公社の年金債務の支払は、損益計算書にお
いては費用として、従業員が公社に一定期間勤続した場合に得られる
率で計上されています。保険料はSPP社に現行給与をベースに支払わ
れます。

労働協約で合意された勤務に対する年金給付に加え、公社は社長
に対しては別途の取決めによる確定拠出型の年金拠出をしています。
年金拠出は、株式および出資持分に認識される養老保険に投資され
ています。かかる保険はまた、年金債務の担保に供されています。負債
においては、年金債務は引当金として認識されています。

これらの保険料の年間費用は注記8に記載されています。

注記2続き 
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注記2続き 

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。一般管
理費に含まれるその他の費用は、安定化政策費用、コンサルタント費
用、施設管理費用、研修費、IT費用、通信費、出張旅費および交際費
が含まれます。また、格付費用、市場情報に関する費用や有価証券の
流通市場を維持するための費用も含まれます。

その他営業費用
その他営業費用は主として、マーケティングおよび保険に係る費用を
含みます。

リース
すべてのリース契約は、オペレーティング・リースに関するものです。リ
ース料は、リース契約の残存期間にわたり定額法で、リース期間全体に
わたって、認識されます。

公租公課
税金費用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または資本の部で認識される場合
を除き損益計算書において認識され、これによりその他包括利益また
は資本の部において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、親団体へ支払ったグループ補助金を直接資本の部で認識して
います。47頁をご参照下さい。

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

セグメント情報
スウェーデン地方金融公社は、組合員に対する貸付けというセグメン
トが1つのみであるため、セグメント情報は作成しません。すべての業
務はスウェーデンにおいて行われており、すべての顧客はスウェーデ
ンに所在しています。スウェーデン地方金融公社では、利益全体の10
％以上にあたる単一の顧客はいません。

財務書類
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注記 3 金融リスク

リスク管理に関する情報については、19-29頁をご参照下さい。

信用リスク・エクスポージャー

2014年

信用リスク・
エクスポージャー総額

(評価減前)
評価減/
引当金

  
認識値

担保の
価値 

 担保控除後の
信用リスク・

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 222,803.7 – 222,803.7 - 222,803.7
合計 222,803.7 – 222,803.7 - 222,803.7

有価証券
国債および
その他公的機関によるもの 
 – AAA 11,342.9 – 11,342.9 – 11,342.9
 – AA 3,861.2 – 3,861.2 – 3,861.2
その他の発行体によるもの
 – AAA 33,575.8 – 33,575.8 – 33,575.8
 – AA 11,939.7 – 11,939.7 205.0 11,734.7
 – A 4,481.0 – 4,481.0 3,747.1 733.9
 – BBB – – – – –
合計 65,200.7 – 65,200.7 3,952.1 61,248.6

デリバティブ
 – AAA – – - - -
 – AA 8,446.9 – 8,446.9 4,217.4 4,229.5
 – A 15,401.2 – 15,401.2 7,493.90 7,907.3
 – BBB 0.7 – 0.7 – 0.7
合計 23,848.8 – 23,848.8 11,711.3 12,137.5

債務
地方自治体の保証に対する
未実行の約定済貸付金 3,783.5 – 3,783.5 - 3,783.5
合計 3,783.5 – 3,783.5 - 3,783.5

信用リスク・エクスポージャー総額 315,636.7 – 315,636.7 15,663.4 299,973.3

2013年

信用リスク・
エクスポージャー総額

(評価減前)
評価減/
引当金

 
認識値

 
担保の

価値

担保控除後の
信用リスク・

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 208,644.0 – 208,644.0 – 208,644.0
合計 208,644.0 – 208,644.0 – 208,644.0

有価証券
国債および
その他公的機関によるもの
– AAA 10,715.3 – 10,715.3 – 10,715.3
– AA 3,910.9 – 3,910.9 – 3,910.9
その他の発行体によるもの
– AAA 35,015.4 – 35,015.4 – 35,015.4
– AA 9,547.5 – 9,547.5 661.2 8,886.3
– A 1,072.4 – 1,072.4 26.2 1,046.2
– BBB 2,119.9 – 2,119.9 2,109.5 10.4
合計 62,381.4 – 62,381.4 2,796.9 59,584.4

デリバティブ
– AA 2,297.5 – 2,297.5 – 2,297.5
– A 3,379.3 – 3,379.3 791.3 2,588.0
– BBB 559.0 – 559.0 – 559.0
合計 6,235.8 – 6,235.8 791.3 5,444.5

債務
地方自治体の保証に対する
未実行の約定済貸付金 3,480.0 – 3,480.0 – 3,480.0
合計 3,480.0 – 3,480.0 – 3,480.0

信用リスク・エクスポージャー総額 280,741.2 – 280,741.2 3,588.2 277,152.9

2014年12月31日現在、期限が到来しているにもかかわらず返済されていないものはありません。公社では、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル、ロシア、スペインまたはウクライ

ナへの直接的エクスポージャーは有していません。2013年度において、格付けBBBを有する有価証券は、ダンスク・バンク(Danske Bank)への担保付貸付および預金に関連するものです。
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償還情報1

2014年 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
  

 3ヵ月以下
3ヵ月超

1年以下

  
1年超

5年以下
  

5年超
期間が

ないもの 合計 

資産

担保適格国債 – 4,684.6 2,955.4 6,903.4 566.7 – 15,110.1

金融機関に対する貸付金 – 3,724.0 – – – – 3,724.0

貸付金 – 24,313.2 52,009.8 129,002.8 13,090.5 – 218,416.3
債券および
その他利付証券 – 824.1 8,839.2 34,560.8 453.4 – 44,677.5

デリバティブ – 10,278.1 112,091.6 312,166.3 28,179.6 – 462,715.6

その他資産項目 – – – – – 198.9 198.9

資産合計 – 43,824.0 175,896.0 482,633.3 42,290.2 198.9 744,842.4

負債

金融機関に対する負債 – 2,440.5 – 1,495.3 718.4 – 4,654.2

有価証券 – 28,583.7 52,948.5 185,005.0 19,291.1 – 285,828.3

デリバティブ – 7,549.0 108,433.9 305,926.3 28,145.6 – –450,054.8

その他負債 – – – – – 929.7 929.7

劣後債務 – – – – 1,000.0 – 1,000.0

資本 – – – – – 2,375.4 2,375.4

負債および資本合計 – 38,573.2 161,382.4 492,426.6 49,155.1 3,305.1 744,842.4
純額 – 5,250.8 14,513.6 -9,793.3 -6,864.9 -3,106.2 –

未実行の約定済貸付金 3,783.5 - - - - - -

2013年 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 3ヵ月以下

  
3ヵ月超

1年以下
1年超

5年以下 5年超
期間が

ないもの 合計

資産

担保適格国債 – 5,604.6 3,020.1 5,885.5 – – 14,510.2

金融機関に対する貸付金 – 2,703.0 – – – – 2,703.0

貸付金 – 46,398.5 33,317.2 111,522.2 15,398.8 – 206,636.7
債券および
その他利付証券 – 3,843.5 7,056.3 32,637.9 469.6 – 44,007.3

デリバティブ – 41,822.5 60,990.3 296,482.2 32,353.1 – 431,648.1

その他資産項目 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 – 100,372.1 104,383.9 446,527.8 48,221.5 197.6 699,702.9

負債

金融機関に対する負債 – 1,624.4 – 1,874.2 678.8 – 4,177.4

有価証券 – 24,984.1 52,076.1 155,389.9 21,031.3 – 253,481.4

デリバティブ – 43,043.9 62,277.6 299,961.0 33,145.4 – 438,427.9

その他負債 – – – – – 888.6 888.6

劣後債務 – – – – 1,000.0 – 1,000.0

資本 – – – – – 1,727.7 1,727.7

負債および資本合計 – 69,652.4 114,353.7 457,225.1 55,855.5 2,616.3 699,702.9
純額 – 30,719.7 –9,969.8 –10,697.3 –7,634.0 –2,418.7 –

未実行の約定済貸付金 3,480.0 – – – – – –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび資金調達に係る契約残存期間は、次回の期限前償還可能な日を表しています。

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。

注記3続き 
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償還情報

2014年 認識値－契約残存期間

流動性エクスポージャー
  

要求払
  

3ヵ月以下
3ヵ月超

1年以下

  
1年超

5年以下
  

5年超 

  
期間が

ないもの 合計 

資産

担保適格国債 - 4,684.7 2,961.7 6,967.3 590.4 - 15,204.1

金融機関に対する貸付金 - 4,022.1 – – – - 4,022.1

貸付金 - 24,371.6 52,443.8 132,061.9 13,926.4 - 222,803.7
債券および
その他利付証券 - 828.7 8,977.4 35,694.3 474.1 - 45,974.5

デリバティブ - 2,838.9 5,599.5 13,637.7 1,772.7 - 23,848.8

その他資産項目 - – – – – 198.9 198.9

資産合計 - 36,746.0 69,982.4 188,361.2 16,763.6 198.9 312,052.1

負債

金融機関に対する負債 - 2,440.5 – 1,605.7 754.4 - 4,800.6

有価証券 - 28,614.1 53,828.3 189,311.8 20,563.8 - 292,318.0

デリバティブ - 344.2 1,619.5 7,228.9 1,435.7 - 10,628.3

その他負債 - – – – - 929.7 929.7

劣後債務 - – – – 1,000.1 – 1,000.1

資本 - – – – – 2,375.4 2,375.4

負債および資本合計 - 31,398.8 55,447.8 198,146.4 23,754.0 3,305.1 312,052.1
差異合計 - 5,347.2 14,534.6 -9,785.2 -6,990.4 -3,106.4 –

未実行の約定済貸付金 3,783.5 - - - - - -

2013年 認識値－契約残存期間

流動性エクスポージャー
  

要求払 3ヵ月以下
3ヵ月超

1年以下

  
1年超

5年以下 
  

5年超  
期間が

ないもの 合計 

資産

担保適格国債 – 5,613.2 3,094.1 5,918.9 – – 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – 2,822.2 – – – – 2,822.2

貸付金 – 46,570.5 33,528.4 113,121.8 15,423.3 – 208,644.0
債券および
その他利付証券 – 3,848.7 7,143.4 33,459.6 481.2 – 44,932.9

デリバティブ – 507.7 681.4 4,383.7 663.0 – 6,235.8

その他資産項目 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 – 59,362.3 44,447.3 156,884.0 16,567.5 197.6 277,458.7

負債

金融機関に対する負債 – 1,624.9 – 1,989.8 737.3 – 4,352.0

有価証券 – 24,854.7 52,370.0 157,637.9 21,396.1 – 256,258.7

デリバティブ – 1,956.8 2,033.7 7,991.0 1,250.3 – 13,231.8

その他負債 – – – – – 888.5 888.5

劣後債務 – – – – 1,000.1 – 1,000.1

資本 – – – – – 1,727.6 1,727.6

負債および資本合計 – 28,436.4 54,403.7 167,618.7 24,383.8 2,616.1 277,458.7
差異合計 – 30,926.2 –9,956.5 –10,734.7 –7,816.3 –2,418.7 –

未実行の約定済貸付金 3,480.0 – – – – – –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび資金調達に係る契約残存期間は、次回の期限前償還可能な日を表しています。

注記3続き 
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金利固定期間、金利エクスポージャー

2014年 名目キャッシュ・フロー

資産および負債に伴う
金利固定期間-金利エクスポージャー

  
3ヵ月以下

3ヵ月超
1年以下

  
1年超

5年以下

  
5年超

10年以下 10年超
利息が

付かないもの 合計

資産 
担保適格国債 6,895.2 2,139.1 5,509.1 566.7 - - 15,110.1

金融機関に対する貸付金 3,724.0 – – – - - 3,724.0

貸付金 109,353.6 25,231.7 73,361.4 10,094.6 375.0 - 218,416.3

債券およびその他利付証券 12,198.0 5,198.5 26,827.6 453.4 – - 44,677.5

デリバティブ 252,737.5 47,474.1 148,842.0 12,477.7 1,184.3 - 462,715.6

その他資産 – – – - - 198.9 198.9

資産合計 384,908.3 80,043.4 254,540.1 23,592.4 1,559.3 198.9 744,842.4

負債および資本

金融機関に対する負債 2,970.2 – 1,495.3 – 188.6 - 4,654.1

有価証券 61,790.3 44,177.6 164,035.5 14,829.2 995.7 - 285,828.3

デリバティブ 319,089.7 32,436.3 89,295.9 8,858.0 375.0 - 450,054.9

その他負債 – – – - - 929.7 929.7

劣後債務 1,000.0 – – - - – 1,000.0

資本 – – – - - 2,375.4 2,375.4

負債および資本合計 384,850.2 76,613.9 254,826.7 23,687.2 1,559.3 3,305.1 744,842.4

純額 58.1 3,429.5 -286.6 -94.8 – -3,106.2 –

2013年 名目キャッシュ・フロー

資産および負債に伴う
金利固定期間-金利エクスポージャー 3ヵ月以下

  
3ヵ月超

1年以下
1年超

5年以下

  
5年超

10年以下 10年超
利息が

付かないもの 合計

資産

担保適格国債 6,981.0 2,920.0 4,609.2 – – – 14,510.2

金融機関に対する貸付金 2,703.0 – – – – – 2,703.0

貸付金 115,239.5 12,938.7 65,404.3 12,705.2 349.0 – 206,636.7

債券およびその他利付証券 13,064.1 4,234.8 26,238.8 469.6 – – 44,007.3

デリバティブ 266,617.3 26,896.6 122,727.7 14,233.0 1,173.6 – 431,648.1

その他資産 – – – – – 197.6 197.6

資産合計 404,604.9 46,990.0 218,980.1 27,407.7 1,522.6 197.6 699,703.0

負債および資本

金融機関に対する負債 2,586.0 – 1,413.3 – 178.2 – 4,177.4

有価証券 78,410.9 30,250.7 126,792.8 17,031.5 995.5 – 253,481.4

デリバティブ 317,249.3 18,996.6 91,456.8 10,376.2 349.0 – 438,427.9

その他負債 – – – – – 888.6 888.6

劣後債務 1,000.0 – – – – – 1,000.0

資本 – – – – – 1,727.7 1,727.7

負債および資本合計 399,246.1 49,247.3 219,662.9 27,407.7 1,522.6 2,616.3 699,703.0

純額 5,358.8 –2,257.3 –682.8 – – –2,418.7 –

注記3続き 

財務書類

57スウェーデン地方金融公社、企業登録番号SE556281-4409   2014年度年次報告書



為替リスク1

2014年 認識値
主要外貨建の資産
および負債

スウェーデン
・クローネ ユーロ 米ドル 日本円 英ポンド 

その他の
通貨

公正価値
調整 合計

資産

金融機関に対する貸付金 3,987.4 23.5 11.0 – 0.1 0.1 - 4,022.1

貸付金 219,316.6 - - - - - 3,487.1 222,803.7

利付証券 30,247.9 7,906.9 22,062.1 - - - 961.7 61,178.6

株式および出資持分 34.9 - - - - - - 34.9

デリバティブ - - - - - - 23,848.8 23,848.8

その他資産 108.4 – 1.0 – - - 54.6 164.0

資産合計 253,695.2 7,930.4 22,074.1 – 0.1 0.1 28,352.2 312,052.1

負債 
金融機関に対する負債 1,952.8 1,207.2 – 1,505.0 - - 135.6 4,800.6

有価証券 114,672.9 4,019.4 136,438.9 7,376.3 4,726.1 20,304.5 4,779.9 292,318.0

デリバティブ 132,637.5 2,703.4 -114,369.8 -8,881.4 -4,726.1 -20,306.2 23,570.9 10,628.3

劣後債務 1,000.1 - - - - - - 1,000.1

その他負債(資本を含む) 3,435.9 – 1.6 0.1 - 1.7 -134.2 3,305.1

負債および資本合計 253,699.2 7,930.0 22,070.7 – – – 28,352.2 312,052.1

資産および負債の差異 -4.0 0.4 3.4 – 0.1 0.1 – –

外貨に対する
スウェーデン・クローネ高10％の
効果(税引前) - – 0.3 – – – - -

2013年 認識値
主要外貨建の資産
および負債

スウェーデン
・クローネ ユーロ 米ドル 日本円 英ポンド

その他の
通貨

公正価値
調整 合計

資産

金融機関に対する貸付金 2,807.4 10.5 4.2 –0.1 0.1 0.1 – 2,822.2

貸付金 207,657.2 – – – – – 986.8 208,644.0

利付証券 29,659.9 10,946.3 18,450.1 – – – 502.8 59,559.1

株式および出資持分 34.6 – – – – – – 34.6

デリバティブ – – – – – – 6,235.8 6,235.8

その他資産 108.4 – – – – – 54.6 163.0

資産合計 240,267.5 10,956.8 18,454.3 –0.1 0.1 0.1 7,780.0 277,458.7

負債

金融機関に対する負債 1,625.0 1,140.9 – 1,422.5 – – 163.6 4,352.0

有価証券 100,183.7 3,524.0 108,756.4 15,664.0 4,053.0 22,942.7 1,134.9 256,258.7

デリバティブ 134,655.9 6,291.8 –90,306.5 –17,086.9 –4,053.0 –22,944.5 6,675.0 13,231.8

劣後債務 1,000.1 – – – – – – 1,000.1

その他負債(資本を含む) 2,806.5 0.0 1.0 0.4 0.0 1.7 –193.5 2,616.1

負債および資本合計 240,271.2 10,956.7 18,450.9 – – -0.1 7,780.0 277,458.7

資産および負債の差異 –3.7 0.1 3.4 –0.1 0.1 0.2 0.0 0.0

外貨に対する
スウェーデン・クローネ高10％の
効果(税引前) – – 0.3 – – – – –

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

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/リジョンは、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。
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2010年、組合員の責任を明確化するために、基本的な連帯保証に
加えて、2つの取決めが策定されました。1つは、デリバティブのカウン
ターパーティ・エクスポージャーに対する責任を定める保証の取決め
であり、ローンについての契約上の従前の条項に置き換わるものです。
もう1つは、組合員の相互責任を詳細に記載した最新の求償に関する
契約です。契約は、求償に関する契約および約束手形の条項に従い、
従前の責任を明確化し、これに置き換わるものです。2011年度におい
て、かかる契約は組合員である地方自治体当局それぞれにより承認さ
れました。

責任の分担は、公社による貸付け全体における各組合員の参加割
合に比例して、またスウェーデン地方金融協同組合に対する資本拠出
全体における各組合員の参加割合に基づき約定文書を通じて、年に2
回、組合員に対して通知されています。

約定文書は、2014年12月31日現在の公社の貸借対照表における
以下の項目に基づいています(単位：百万クローネ)。

金融機関に対する負債 4,800.6

有価証券 292,318.0

借入金合計 297,118.6

負債(約定文書に従ったもの)

貸し出された借入金(1) 231,918.0

貸し出されていない借入金(2) 65,200.7

借入金合計 297,118.6

その他負債(2) 929.7
デリバティブ* 
(貸し出された借入金に関連するもの)(1) 1,017.1

負債/約定合計 299,065.5

資産(約定文書に従ったもの)

貸し出された借入金(1)　注記12参照 222,803.7

貸し出されていない借入金(2)　注記3、11、13参照 65,200.7

その他資産(2) 198.9
デリバティブ* 
(貸し出された借入金に関連するもの)(1) 2,526.4

資産合計 290,729.7

分担の基礎：
1. 公社の貸し出された借入金全体における各組合員の参加に相当す

る割合
2. スウェーデン地方金融協同組合に対する資本拠出全体における各

組合員の参加に相当する割合

＊デリバティブ(ヘッジ契約)は、契約ごとに、公社の貸借対照表の総額
に含まれています。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
有する場合に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。2014年12月31日現在、受領した担保は11,711.3百万クローネ(前
年度：791.3百万クローネ)に上り、エクスポージャー残高をカバーす
る場合に限り使用されます。これらについては、54頁の注記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。

注記 4 純利息収益

利息収益 2014年 2013年

金融機関に対する貸付金の利息収益 0.0 0.0

貸付金の利息収益 3,061.3 3,791.2

利付証券の利息収益 588.3 778.1

その他 1.2 1.9

合計 3,650.8 4,571.2
うち、損益計算書を通じて公正価値で測定されない
金融項目の利息収益 2,236.8 3,261.0
利息費用

金融機関に対する負債の利息費用 0.0 0.4

利付証券の利息費用 2,713.3 3,577.1

その他 22.3 24.2

合計 2,735.6 3,601.7
うち、損益計算書を通じて公正価値で測定されない
金融項目の利息費用 1,646.1 3,373.3

純利息収益合計 915.2 969.5
すべての収益および費用はスウェーデンに帰属します。

注記 5 支払手数料

2014年 2013年

代理人支払手数料 1.9 2.2

有価証券仲介手数料 2.7 3.2

その他手数料 0.5 0.2

合計 5.1 5.6

注記 6 金融取引純利益

2014年 2013年

実現利益

－自己債券の買戻し 0.2 13.3

－利付証券 31.3 1.7

－その他金融商品 4.9 6.1

未実現の市場価値変動 65.4 17.6

為替レートの変動 0.1 0.0

合計 101.9 38.7
すべての収益および費用はスウェーデンに帰属します。

測定分類別の純利益/損失 2014年 2013年

損益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,408.9 –1,064.0

売買目的保有(資産) -114.8 301.5

貸付金および債権 0.0 3.2

損益を通じて公正価値で測定される金融負債 -1,228.4 –1,787.4

売買目的保有(負債) -1,019.0 2,595.5

売却可能金融資産のキャピタルゲイン/ロス 6.8 1.0
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変動 1,847.0 –1,499.7
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変動 -1,798.7 1,488.6

為替レートの変動 0.1 0.0

合計 101.9 38.7

損益(純額)
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 -6.0 –7.3
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注記 7 その他営業収益

2014年 2013年

有形固定資産の処分によるキャピタルゲイン 0.1 –

その他営業収益 1.2 0.2

合計 1.3 0.2
すべての収益はスウェーデンに帰属します。

注記 8 一般管理費

人件費 (単位：千クローネ) 2014年 2013年

－給与および報酬 56,508 47,563

－社会保障費用 17,460 15,004

－年金費用 10,341 8,519

－年金費用に係る特別給与税 2,495 2,066

－教育/研修費 3,147 1,852

－その他人件費 6,127 5,700

人件費合計 96,078 80,704
その他一般管理費

－出張旅費 5,170 3,798

－ IT費用 14,391 13,293

－コンサルタント費用 20,857 18,550

－臨時/契約雇用者費用 3,130 1,684

－格付費用 1,793 905

－市場情報 5,615 5,388

－賃借料およびその他施設管理費用 3,283 3,148

－年次報告書および中間報告書 1,226 698

－安定化政策費用 110,727 99,015

－その他の費用 12,408 12,132

その他一般管理費合計 178,600 158,611
合計 274,678 239,315

報酬方針
公社は、報酬方針を適用しており、かかる報酬方針では、公社は変動
報酬を適用しないこととされています。2014年度については、公社の
従業員に対して支払われた変動報酬はありませんでした。当該会計
年度中、新規採用または退職に関連して支払われた報酬はなく、ま
た支給された退職金もありませんでした。当該会計年度に年間で1百
万ユーロ以上に相当する報酬を受け取った従業員個人もいませんで
した。

上級役員に対する報酬
社長兼最高経営責任者に対する報酬は取締役会により決定されてい
ます。2014年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給として
2,775,000クローネ(前年度：2,890,000クローネ)を受け取りました。
変動報酬は支払われませんでした。社長兼最高経営責任者に対する
年金費用は826,000クローネ(前年度：804,000クローネ)に上り、これ
らは保険契約を通じてカバーされています。保険費用の一部は、年金
債務に対する養老保険に関するものです。当該債務には遺族の保護
が含まれます。年金は権利が確定したものであり、将来の雇用を条件

とするものではありません。公社から退職が要求された場合、給与18
ヵ月分の退職金に加え、通知後6ヵ月間給与が支払われますが、新た
な職に就いた場合、新たな収入の金額に応じて減額されます。 

業務執行副社長に対する報酬は、取締役会会長と協議の上で社長
により決定されています。2014年度について、業務執行副社長は、基
本給として1,871,000クローネ(前年度：1,836,000クローネ)を受け取
りました。変動報酬は支払われませんでした。業務執行副社長に対す
る年金費用は546,000クローネ(前年度：424,000クローネ)に上り、こ
れらは保険契約を通じてカバーされています。公社から退職が要求さ
れた場合、給与18ヵ月分の退職金に加え、通知後6ヵ月間給与が支払
われますが、新たな職に就いた場合、新たな収入の金額に応じて減額
されます。

他の上級役員に関する報酬の詳細は、該当者が上級役員であった
個々の期間中に支払われた報酬のみを含みます。経営に携わる他の上
級役員(2014年度末現在の合計は4名(前年度：4名)(うち女性2名(前年
度：2名)および男性2名(前年度：2名))に対する報酬は、取締役会会長
と協議の上、社長により決定されています。当該期間中、これらの者に
対する報酬の合計額は4,143,000クローネ(前年度：3,752,000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。

2014年度に採択された取締役会の活動手順に従い、取締役会会
長は、公社の報酬方針および報酬制度が独立して見直されるようにす
ること、およびa)上級役員への報酬、b)公社のあらゆる統制機能に包
括的な責任を負う従業員への報酬、およびc)公社の報酬方針の適用
を遂行するための措置に係る取締役会の決定が作成されることに責
任を負います。

取締役に対する報酬
2014年度末現在、取締役会は8名(前年度：8名)の取締役で構成され、
うち4名が女性(前年度：4名)でした。エレン・ブラムネス・アルヴィドソ
ンが取締役会会長です。

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。取締役会会長には、400,000
クローネの固定報酬が支払われました。他の取締役は、100,000クロ
ーネの固定報酬ならびに取締役会1回当り10,000クローネおよび電話
による取締役会1回当り5,000クローネとする変額報酬を受け取りま
す。従業員代表には報酬は支払われません。

公社は、取締役については、年金債務または特定の通知条件のい
ずれも有していません。

 (単位：千クローネ) 2014年 2013年

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 400 400

ローレンツ・アンダーション 210 175

クート・エリアソン 185 160

アンナ・フォン・クノーリング 200 165

カタリーナ・ラーゲルスタム 205 150

アンナ・サンドボリィ 205 175

ヨハン・トーングレン 210 175

アンダーシュ・ペランダー(従業員代表) - –

合計 1,615 1,400
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給与および報酬
2014年
(単位：千クローネ) 

基本給/取締役会
出席報酬 変動報酬

その他の
給付 年金費用

その他の
報酬 合計

取締役 1,615 – – – – 1,615

社長兼最高経営責任者 2,775 – 96 826 – 3,697

業務執行副社長 1,871 – – 546 – 2,417

その他の経営役員 4,143 – 16 1,385 – 5,544

その他の従業員 46,104 – 236 7,584 – 53,924

合計 56,508 – 348 10,341 – 67,197

2013年
(単位：千クローネ)  

基本給/取締役会
出席報酬 変動報酬

その他の
給付 年金費用

その他の
報酬 合計

取締役 1,400 – - - – 1,400

社長兼最高経営責任者 2,890 – 86 804 – 3,780

業務執行副社長 1,836 – 1 424 – 2,261

その他の経営役員 3,752 – 15 1,329 – 5,096

その他の従業員 37,685 – 251 5,962 – 43,898

合計 47,563 – 353 8,519 – 56,435

従業員数(平均) 2014年 2013年

年度中の従業員数(平均) 74 66

－うち女性 31 27

監査人アーンスト・アンド・ヤング
(Ernst & Young AB)に対する報酬および経費 2014年 2013年

監査業務 1,811 982

その他の監査業務 1,844 1,605

税務アドバイザリー業務 414 –

その他の業務 2,312 1,034

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いいます。その
他の監査業務とは、顧客以外の者を含む受領者に対する報告および
証明に向けたレビューなどの品質評価をいいます。その他の業務と
は、上記のいずれにも属さないものをいいます。

スウェーデン地方金融公社が賃借人となっている
オペレーティング・リース 2014年 2013年

解約不能リース支払額は以下のとおりです。

1年以下 3,899 3,482

1年超5年以下 11,319 6,362

合計 15,218 9,844

2014年度中の当該費用は4,264,000クローネ(前年度：4,014,000クローネ)でした。当

該費用の大半は施設の賃借料です。

注記 9 その他営業費用

2014年 2013年

保険費用 0.7 0.7

通信・情報 5.0 2.6

その他営業費用 0.2 0.2

合計 5.9 3.5

注記8続き 

財務書類

61スウェーデン地方金融公社、企業登録番号SE556281-4409   2014年度年次報告書



注記 10 公租公課

損益計算書において認識されるもの 2014年 2013年

当期税金費用 161.0 163.0

一時差異に係る繰延税金費用(+)/収益(-) – 3.9

認識税金費用合計 161.0 166.9

実効税額の調整 2014年 % 2014年 2013年 % 2013年

税引前利益/損失 729.4 757.6

実勢税率による税額 22.0 % 160.5 22.0 % 166.7

非控除費用 0.1 % 0.5 0.0 % 0.2

認識実効税額 22.1 % 161.0 22.0 % 166.9

その他包括利益に起因する税金費用 2014年 2013年

売却可能金融資産 -1.3 –1.6

その他包括利益合計 -1.3 –1.6

貸借対照表において認識されるもの

当期税金資産 2014年 2013年

当期税金資産 79.0 79.0

79.0 79.0

認識される繰延税金資産および繰延税金負債

繰延税金資産および繰延税金負債は、以下の項目に関連しています。

繰延税金資産 繰延税金負債 純額
2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年

未実現の市場価値変動

－うち、損益計算書において認識されるもの 59.5 59.5 – – 59.5 59.5

－うち、その他包括利益において認識されるもの -4.9 –4.9 – – -4.9 –4.9

税金資産/税金負債、純額 54.6 54.6 – – 54.6 54.6

資本に対して直接計上される税金項目 2014年 2013年

グループ補助金の支払に対する当期税額 159.7 163.0

資本に対して直接計上される総計額 159.7 163.0
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注記 11 担保適格国債

2014年 2013年

購入価額 公正価値 認識値
  

購入価額
  

公正価値 認識値

担保適格国債1

－スウェーデン中央銀行 10,449.8 10,491.9 10,491.9 9,024.6 9,073.0 9,073.0

－スウェーデンの地方自治体 2,470.9 2,477.8 2,477.8 1,851.4 1,865.0 1,865.0

－外国政府 2,188.3 2,234.4 2,234.4 3,714.8 3,688.2 3,688.2

合計 15,109.0 15,204.1 15,204.1 14,590.8 14,626.2 14,626.2

うち、

－取引所上場有価証券 15,204.1 14,626.2

－非上場有価証券 – –

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 162.0 154.9
額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 -8.5 –12.5

合計 153.5 142.4

1) スウェーデンの地方自治体が発行した債券を含みます。

注記 12 貸付金

貸付金とは、コミューン、ランスティング/リジョンならびにかかるコミュ
ーンおよびランスティング/リジョン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41.7％(前年度：40.9％)がスウェーデン地
方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティング/リジ
ョン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
(35.8％(前年度：30.0％))およびその他の地方自治体が保証する関係
会社(22.5％(前年度：29.1％))向けです。公社の評価において、2014年
12月31日現在、評価減は必要とされませんでした。 

注記 13 債券およびその他利付証券

2014年 2013年

購入価額 公正価値 認識値
  

購入価額 公正価値 認識値

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 17,123.2 17,614.5 17,614.5 17,519.7 17,825.2 17,825.2

－その他のスウェーデンの発行体 845.4 870.5 870.5 874.5 904.4 904.4

－その他の海外の発行体 27,320.9 27,489.5 27,489.5 26,050.3 26,203.3 26,203.3

合計 45,289.5 45,974.5 45,974.5 44,444.5 44,932.9 44,932.9

うち、

－取引所上場有価証券 45,626.4 43,302.5

－非上場有価証券 348.1 1,630.4

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 2,035.6 1,804.7
額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 -21.7 –35.4

合計 2,013.9 1,769.3
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注記 14 株式および出資持分

2014年 2013年

養老保険 2.4 2.1

株式および出資持分合計 2.4 2.1

注記 15  関連会社株式および   
出資持分 

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社

(Administrative Solutions NLGFA AB) 所有50％

登録番号：SE-556581-0669、スウェーデン、エーレブロー

2014年 2013年

株式数：500株 0.5 0.5

合計 0.5 0.5

2014年12月31日現在、アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社の総

資産は9.3百万クローネ(前年度：8.7百万クローネ)、資本は3.9百万クローネ(

前年度：2.0百万クローネ)であり、また利益が2.0百万クローネ(前年度：0.1百

万クローネ)でした。 

注記 16 子会社株式および出資持分

スウェーデン地方不動産会社 所有100％

登録番号：SE-556464-5629、スウェーデン、エーレブロー

2014年 2013年

株式数: 1,000株 32.0 32.0

合計 32.0 32.0

2014年12月31日現在、スウェーデン地方不動産会社の総資産は54.9百万ク

ローネ(前年度：45.1百万クローネ)、資本は19.1百万クローネ(前年度：10.7百

万クローネ)であり、また利益が-0.4百万クローネ(前年度：-0.1百万クローネ)で

した。

注記 17 無形資産 

2014年 2013年

取得無形資産

その他の技術/契約に基づく資産

取得価額

前期繰越取得価額 - -

当期の投資 2.0 -

処分 - -

次期繰越取得価額 2.0 -

減価償却費

期首残高、減価償却 - -

当期の減価償却費 -0.4 -

処分 - -

次期繰越減価償却費 -0.4 -

期末現在の見積り残存価値 1.6 -

注記 18 有形資産

2014年 2013年

取得価額

前期繰越取得価額 19.3 18.5

当期の投資 4.3 1.6

処分 – –0.8

次期繰越取得価額 23.6 19.3

減価償却費

期首残高、減価償却 -14.7 –12.9

当期の減価償却費 -2.9 –2.4

処分 – 0.6

次期繰越減価償却費 -17.6 –14.7

期末現在の見積り残存価値 6.0 4.6

注記 19 その他負債

2014年 2013年

親団体に対する負債 770.1 741.1

その他負債 19.8 23.5

合計 789.9 764.6

注記 20 未払費用および前受収益

2014年 2013年

未払安定化政策費用 111.1 99.3

その他未払費用 25.7 22.1

合計 136.8 121.4

 年金および 

注記 21  類似の債務に対する引当金

2014年 2013年

年金債務に対する引当金 3.0 2.5

合計 3.0 2.5
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注記 22 劣後債務

認識値
通貨 額面金額 利率(％) 期日 2014年 2013年

劣後ローン クローネ 1,000.0 変動 永久 1,000.1 1,000.1

合計 1,000.0 1,000.1 1,000.1

Stibor連動3ヵ月物変動利率の永久劣後ローン。ローンの条件におい
て、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ています。ただし、これは早くとも、当該
ローンの日付である2010年11月30日から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。2014年度の利息費用は24.7百万ク
ローネ(前年度：29.4百万クローネ)に上りました。

当該ローンにつき公社の自己資本に組み入れることが許可されない場
合、当該ローンは、その期間中にいつでも返済されます。債権者は、劣
後ローンを譲渡することはできず、またはその他いかなる方法でも債
権者の権利を譲渡することはできません。劣後ローンに関しては、スウ
ェーデン地方金融協同組合の組合員が公社の債務について供与する
一般的な保証を求めることはできません。

注記 23 担保提供資産

2014年 2013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への預託:

－スウェーデン国債 5,399.1 5,676.7
－スウェーデンのコミューンおよび
　ランスティング/リジョン発行債 501.8 653.3

－スウェーデンのカバード・ボンド 15,765.9 16,622.2

年金債務のための養老保険 2.4 2.1

担保提供資産合計 21,669.2 22,954.3

担保に係る負債および引当金の認識値は3.0百万クローネ(前年
度：2.5百万クローネ)でした。スウェーデン中央銀行の資金決済システ
ム(RIX)への参加に必要な資格を得るため、公社は、スウェーデン中
央銀行に有価証券を預託することを要求されました。これは、RIXを
通じた短期の流動性管理の条件でもあります。

注記 24 関連当事者

 公社は、スウェーデン地方金融協同組合(親団体)、スウェーデン地方不
動産会社(子会社)およびアドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA

社(関連会社)と密接な関係にあります。

関連当事者 (単位：千クローネ) 年度

関連当事者への
物品/サービスの

販売

関連当事者からの
物品/サービスの

購入
その他
(利息)

12月31日現在の
関連当事者

への債権

12月31日現在の
関連当事者に

対する負債

スウェーデン地方金融協同組合 2014年 1,723 – -24,687 420 1,770,243

2013年 2,628 48 -29,448 126 1,741,176

スウェーデン地方不動産会社 2014年 1,153 2,442 – 10,000 –

2013年 541 2,404 – 10,539 –

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2014年 43 6,189 17 2,000 571

2013年 59 6,913 25 2,706 592

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8
をご参照下さい。

注記 25 貸借対照表日後の後発事象

貸借対照表日後に重要な事項は生じていません。

密接な関係

財務書類

65スウェーデン地方金融公社、企業登録番号SE556281-4409   2014年度年次報告書



貸付金についての認識値は、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。

金融機関に対する負債および有価証券についての認識値は、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。

 
公正価値の測定
概要
金融商品が貸借対照表において公正価値で測定されるかまたは開示
目的で公正価値で測定されるかにかかわらず、公正価値は以下の3つ
のレベルに基づき分類されます。
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。
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。
レベル3： 価値は観察不能な市場データに基づき、重要な役割を担

う、外部の提供者および公社自らの見積りをもって決定
されます。

公社の金融商品は、ごく一部のみがレベル1に記載されているような相
場価格のある活発な市場において取引されているため、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。市場または社内の評

注記 26 金融資産および金融負債

2014年
                          損益を通じて公正価値で

                     測定される金融資産   
貸付金および

債権 満期保有投資
売却可能
金融資産

                    損益を通じて公正価値で
                  測定される金融負債 

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

  
認識値

合計 公正価値
当該分類と

して指定
されたもの

売買目的
保有

当該分類と
して指定

されたもの
売買目的

保有

担保適格国債 12,803.8 - - - 2,400.3 - - - - 15,204.1 15,204.1

金融機関に対する貸付金 - - 4,022.1 - - - - - - 4,022.1 4,022.1

貸付金 68,965.1 - 153,838.6 - - - - - - 222,803.7 223,696.5

債券およびその他利付証券 33,690.1 - - - 12,284.4 - - - - 45,974.5 45,974.5

デリバティブ - 17,446.2 - - - - - - 6,402.6 23,848.8 23,848.8

その他資産 - - 11.9 - - - - - - 11.9 11.9

合計 115,459.0 17,446.2 157,872.6 – 14,684.7 – – – 6,402.6 311,865.1 312,757.9
金融機関に対する負債 - - - - - 2,360.1 - 2,440.5 - 4,800.6 4,800.6

有価証券 - - - - - 145,857.9 - 146,460.1 - 292,318.0 293,839.5

デリバティブ - - - - - - 9,026.8 - 1,601.5 10,628.3 10,628.3

その他負債 - - - - - - - 786.0 - 786.0 786.0

劣後債務 - - - - - - - 1,000.1 - 1,000.1 1,067.4

合計 – – – – – 148,218.0 9,026.8 150,686.7 1,601.5 309,533.0 311,121.8

2013年
                          損益を通じて公正価値で

                      測定される金融資産
貸付金および

債権 満期保有投資
売却可能
金融資産

                 損益を通じて公正価値で
            測定される金融負債 

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
認識値

合計 公正価値
当該分類と

して指定
されたもの

売買目的
保有

当該分類と
して指定

されたもの 
売買目的

保有

担保適格国債 13,096.5 – – – 1,529.7 – – – – 14,626.2 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – – 2,822.2 – – – – – – 2,822.2 2,822.2

貸付金 78,801.3 – 129,842.7 – – – – – – 208,644.0 208,910.0

債券およびその他利付証券 32,562.1 – – – 12,370.8 – – – – 44,932.9 44,932.9

デリバティブ – 2,466.2 – – – – – – 3,769.6 6,235.8 6,235.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 124,459.9 2,466.2 132,676.7 – 13,900.5 – – – 3,769.6 277,272.9 277,538.9
金融機関に対する負債 – – – – – 2,266.2 – 2,085.8 – 4,352.0 4,352.6

有価証券 – – – – – 120,818.5 – 135,440.2 – 256,258.7 256,935.5

デリバティブ – – – – – – 11,606.2 – 1,625.6 13,231.8 13,231.8

その他負債 – – – – – – – 761.5 – 761.5 761.5

劣後債務 – – – – – – – 1,000.1 – 1,000.1 993.7

合計 – – – – – 123,084.7 11,606.2 139,287.6 1,625.6 275,604.1 276,275.1
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注記 26 金融資産および金融負債

2014年
                          損益を通じて公正価値で

                     測定される金融資産   
貸付金および

債権 満期保有投資
売却可能
金融資産

                    損益を通じて公正価値で
                  測定される金融負債 

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

  
認識値

合計 公正価値
当該分類と

して指定
されたもの

売買目的
保有

当該分類と
して指定

されたもの
売買目的

保有

担保適格国債 12,803.8 - - - 2,400.3 - - - - 15,204.1 15,204.1

金融機関に対する貸付金 - - 4,022.1 - - - - - - 4,022.1 4,022.1

貸付金 68,965.1 - 153,838.6 - - - - - - 222,803.7 223,696.5

債券およびその他利付証券 33,690.1 - - - 12,284.4 - - - - 45,974.5 45,974.5

デリバティブ - 17,446.2 - - - - - - 6,402.6 23,848.8 23,848.8

その他資産 - - 11.9 - - - - - - 11.9 11.9

合計 115,459.0 17,446.2 157,872.6 – 14,684.7 – – – 6,402.6 311,865.1 312,757.9
金融機関に対する負債 - - - - - 2,360.1 - 2,440.5 - 4,800.6 4,800.6

有価証券 - - - - - 145,857.9 - 146,460.1 - 292,318.0 293,839.5

デリバティブ - - - - - - 9,026.8 - 1,601.5 10,628.3 10,628.3

その他負債 - - - - - - - 786.0 - 786.0 786.0

劣後債務 - - - - - - - 1,000.1 - 1,000.1 1,067.4

合計 – – – – – 148,218.0 9,026.8 150,686.7 1,601.5 309,533.0 311,121.8

2013年
                          損益を通じて公正価値で

                      測定される金融資産
貸付金および

債権 満期保有投資
売却可能
金融資産

                 損益を通じて公正価値で
            測定される金融負債 

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
認識値

合計 公正価値
当該分類と

して指定
されたもの

売買目的
保有

当該分類と
して指定

されたもの 
売買目的

保有

担保適格国債 13,096.5 – – – 1,529.7 – – – – 14,626.2 14,626.2

金融機関に対する貸付金 – – 2,822.2 – – – – – – 2,822.2 2,822.2

貸付金 78,801.3 – 129,842.7 – – – – – – 208,644.0 208,910.0

債券およびその他利付証券 32,562.1 – – – 12,370.8 – – – – 44,932.9 44,932.9

デリバティブ – 2,466.2 – – – – – – 3,769.6 6,235.8 6,235.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 124,459.9 2,466.2 132,676.7 – 13,900.5 – – – 3,769.6 277,272.9 277,538.9
金融機関に対する負債 – – – – – 2,266.2 – 2,085.8 – 4,352.0 4,352.6

有価証券 – – – – – 120,818.5 – 135,440.2 – 256,258.7 256,935.5

デリバティブ – – – – – – 11,606.2 – 1,625.6 13,231.8 13,231.8

その他負債 – – – – – – – 761.5 – 761.5 761.5

劣後債務 – – – – – – – 1,000.1 – 1,000.1 993.7

合計 – – – – – 123,084.7 11,606.2 139,287.6 1,625.6 275,604.1 276,275.1

価において重要な観察不能なインプットデータを含む金融商品は、評
価レベル3に分類されています。

貸付金
公正価値は、現在における新規貸付けのマージンにより調整されたス
ワップ・レートに設定された割引率によって、予測される将来キャッシ
ュ・フローを割り引いて測定されたものです。この測定手法は、新規貸
付けのマージンが増加した場合には従前の貨付けよりも低い公正価値
が測定されることを意味し、その逆の場合も同様となります。
 
担保適格国債、債券およびその他利付証券
活発な市場で売買される投資は、相場価格を基礎として評価され、レ
ベル1に分類されます。活発な売買による市場価格が算出されない投

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・フローを割り引いて測定されたものです。これらの投資はレベル2
に分類されます。 

金融機関に対する負債、有価証券および劣後債務
スウェーデン地方自治体債券プログラムの枠組み内の資金調達は、相
場価格で測定され、レベル1に分類されます。その他の資金調達は、資
金調達の仕組みおよび資金調達市場について、現行の借入マージンが
調整されたスワップ・レートで設定された割引率によって予測される将
来キャッシュ・フローを割り引いて測定されています。予測される将来
キャッシュ・フローが観察不能な市場データによる資金調達はレベル
3に分類され、そうでなければレベル2に分類されます。レベルの変更
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は、公社の格付けの大幅な格下げ、または公社の約定への組合員の連
帯責任を大幅に減らすこととなるような組合員の保証の引受けの変更
といった事由の結果として、公社自身の信用リスクに限り生じるものと
みなされます。したがって、借入マージンにおける変動およびその後の
負債の価値変動は、公社自身の信用リスクの変動というよりも、むしろ
信用リスクおよび流動性リスクに関する市場価格の全般的な変動に起
因するとみなされます。

デリバティブ
IMM(国際通貨市場)の受渡日が予定され、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。その他のデリバティブの公正価値は、予測される
将来キャッシュ・フローを割り引いて測定されたものです。予測される
将来キャッシュ・フローが観察不能な市場データによる場合、デリバテ
ィブはレベル3に分類されます。その他の場合は、レベル2に分類され
ます。レベル3に分類されるすべてのデリバティブは、レベル3に分類さ
れる資金調達取引とマッチングされるスワップです。割引率は、通貨ご
とに現行の指定スワップ・レートとして設定されます。通貨スワップに
ついて、割引率は、現行のベーシススワップ・スプレッドに従い調整され
ています。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。

金融機関に対する貸付金、その他資産およびその他負債
これらの項目について、認識値は公正価値の許容できる近似値となっ
ています。金融機関に対する貸付金は、銀行預金および最長7日間のレ
ポ取引で構成されます。その他資産およびその他負債は、受取債権お
よび支払債務ならびにグループ間の債権および債務で構成されます。

重要な仮定および不確実性
公社は、その資産および負債の価値を最もよく反映するとみなされる
測定手法を使用しています。基礎となる市場データが変更されること
は、未実現の市場価値に関して損益計算書および貸借対照表に変更
をもたらす可能性があります。また評価分布曲線は、現在の借入れと
貸付けのマージン、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、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、その他の
市場リスクをヘッジしているため、市場価値変動をもたらすのは信用
スプレッドおよびベーシススワップ•スプレッドの変動です。

公正価値で認識される債権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、利益においてマイナス151百万クローネ
(前年度：マイナス191百万クローネ)の変動をもたらすことになります。
公正価値で認識される負債に関して借入コストが10ベーシス・ポイント
増加することにより、利益においてプラス297百万クローネ(前年度：プ
ラス300百万クローネ)の変動をもたらすことになります。借入れと貸
付けのマージンが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+/-146百万クローネ(前年度：+/-109百万クローネ)の変動を
もたらすことになります。 

レベル3に従い評価される金融商品について評価分布曲線が10ベ
ーシス・ポイント上下に変化することにより、利益において+/-12百万ク
ローネ(前年度：+/-33百万クローネ)の変動をもたらすことになります。

上記の変動はすべて、貸借対照表日現在のものであり、税効果を

控除しています。資本に対する影響は税効果に関連したものです。
すべての市場価値の影響は未実現のものであり、また公社は満期

まで資産および負債を保有する意図を有していることから、公社は通
常かかる価値を実現する意図を有しません。内部および外部の規則に
対する調整により必要となる投資は行われるため、通常の流動性管理
および投資の一環として行われる投資は例外です。常に投資家または
顧客それぞれの主導で行われる借入商品の買戻しまたは貸付商品の
売戻しは、市場価値の実現につながります。

観察不能なインプットデータに起因する測定の不確実性
市場において観察不能なインプットデータは、市場データと、観察可
能な市場データが利用可能であるものより長期の満期におけるボラテ
ィリティとの相関関係です。観察不能なインプットデータにより影響を
受ける商品は、発行済期限前償還条項付き仕組み証券およびこれら
を取引レベルで安全なものとするためのデリバティブです。デリバティ
ブの受取部分は常に、発行済有価証券の保証および銀行間金利+/-固
定マージンの支払部分で構成されています。

かかる契約の利益または損失への影響は、このタイプの借入れに
対する公社の借入マージンが変動した場合に実現されます。変動の範
囲は、同じく観察不能なデータによる契約の予想残存期間によりま
す。したがって、観察不能なインプットデータが利益に与える影響は、
インプットデータが契約の満期までの予想残存期間にどの程度影響
を与えるかに帰因する可能性があります。

公社は、残存期間を3.1年と概算しますが、適正な条件下では、観
察不能なインプットデータによって期限前償還可能な借入れの平均期
間の幅が2.1年から4.3年までになると見積もっています。利益につい
ては-2.9百万クローネから+4.5百万クローネまでの幅で影響を受ける
可能性があります。 

評価モデルの承認
適用した評価モデルは公社のALCO(資産・負債委員会)により承認さ
れます。ファイナンス部門は、評価モデルを含む評価プロセスに責任
を負います。リスク・コントロール部門は、評価に用いた評価モデルお
よび市場データの質を独立して管理することに責任を負います。

注記26続き 
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貸借対照表において公正価値で測定される金融商品

2014年 レベル1 レベル2 レベル3 合計

担保適格国債 12,726.3 2,477.8 - 15,204.1

貸付金 - 68,965.1 - 68,965.1

債券およびその他利付証券 36,292.9 9,681.6 - 45,974.5

デリバティブ 13.2 23,356.1 479.5 23,848.8

合計 49,032.4 104,480.6 479.5 153,992.5
金融機関に対する負債 - 2,155.0 205.1 2,360.1

有価証券 - 136,341.8 9,516.1 145,857.9

デリバティブ 7.1 9,776.3 844.9 10,628.3

合計 7.1 148,273.1 10,566.1 158,846.3

公社は、公正価値で認識される金融資産および金融負債の各レベル
への区分けに関する基準を継続的に見直します。上記「公正価値の測
定」の項をご参照下さい。2014年度において、679.4百万クローネがレ

ベル2からレベル1に振り替えられました。すべての振替は、2014年6
月30日付でなされたものとみなされます。

2013年 レベル1 レベル2 レベル3 合計

担保適格国債 12,228.9 2,397.3 – 14,626.2

貸付金 – 78,801.3 – 78,801.3

債券およびその他利付証券 31,690.8 13,242.1 – 44,932.9

デリバティブ – 5,616.1 619.7 6,235.8

合計 43,919.7 100,056.8 619.7 144,596.2
金融機関に対する負債 – 2,039.9 226.3 2,266.2

有価証券 – 111,981.6 8,836.9 120,818.5

デリバティブ 1.7 11,894.2 1,335.9 13,231.8

合計 1.7 125,915.7 10,399.1 136,316.5

2013年度において、6,568.6百万クローネがレベル2からレベル1に振り替えられました。すべての振替は、2013年6月30日付でなされたものとみ
なされます。

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。レベル3における評価の変動は、年間を通して定期的にフォローアップされます。

債券および
利付証券

デリバティブ
資産

デリバティブ
負債 

金融機関に
対する負債 有価証券 合計

期首残高 2013年1月1日現在 160.2 1,693.3 –4,527.9 –236.5 –34,677.9 –37,588.8
認識された損益：

－損益計算書に認識されたもの
(金融取引純利益) – –1,073.6 3,201.4 10.2 –2,323.5 –185.5

費用、取得 – –9.4 – –5,133.2 –5,142.6

当期中の満期到来 –160.2 – 33,297.7 33,137.5

期末残高 2013年12月31日現在 – 619.7 –1,335.9 –226.3 –8,836.9 –9,779.4

2013年12月31日現在の期末残高に含まれた
資産に対する損益計算書に認識された損益
(金融取引純利益) – -1,695.6 –1,973.6 10.2 -386.6 -98.4

期首残高 2014年1月1日現在 – 619.7 -1,335.9 –226.3 –8,836.9 -9,779.4
認識された損益：

－損益計算書に認識されたもの
(金融取引純利益) – -140.2 491.0 21.2 -289.2 82.8

費用、取得 – 0.0 0.0 0.0 -6,860.4 -6,860.4

当期中の満期到来 – 0.0 0.0 0.0 6,470.4 6,470.4

期末残高 2014年12月31日現在 – 479.5 -844.9 –205.1 -9,516.1 -10,086.6

2014年12月31日現在の期末残高に含まれた
資産に対する損益計算書に認識された損益
(金融取引純利益) – 212.0 28.1 31.6 –262.7 9.0
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貸借対照表において公正価値で測定されない金融商品
2014年 レベル1 レベル2 レベル3 合計 認識値

金融機関に対する貸付金 – 4,022.1 – 4,022.1 4,022.1
貸付金 – 154,731.4 – 154,731.4 153,838.6
その他資産 – 11.9 – 11.9 11.9
合計 – 158,765.4 – 158,765.4 157,872.6
金融機関に対する負債 – 2,440.5 – 2,440.5 2,440.5
有価証券 99,904.9 48,076.7 – 147,981.6 146,460.1
その他負債 – 786.0 – 786.0 786.0
劣後債務 – 1,067.4 – 1,067.4 1,000.1
合計 99,904.9 52,370.6 – 152,275.5 150,686.7

2013年 レベル1 レベル2 レベル3 合計 認識値

金融機関に対する貸付金 – 2,822.2 – 2,822.2 2,822.2
貸付金 – 130,108.7 – 130,108.7 129,842.7
その他資産 – 11.8 – 11.8 11.8
合計 – 132,942.7 – 132,942.7 132,676.7
金融機関に対する負債 – 2,086.4 – 2,086.4 2,085.8
有価証券 92,298.9 43,818.1 – 136,117.0 135,440.2
その他負債 – 761.5 – 761.5 761.5
劣後債務 – 993.7 – 993.7 1,000.1
合計 92,298.9 47,659.7 – 139,958.6 139,287.6

注記 27 相殺の対象である金融資産および金融負債に関する情報

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のリスク管理手段を
用います。公社のデリバティブはいわゆるOTCデリバティブであり、取
引所を通して取引されず、公社が会員となっているISDA(国際スワッ
プ・デリバティブズ協会)のマスター契 約を用いて行われていま
す。ISDA契約に加えて、補足的にCSA(信用補完契約)がカウンターパー
ティの大部分と調印されています。CSAでは、エクスポージャーを低減
するために担保を確保する権利が定められています。

ISDAマスター契約に基づき行われる取引について、同日に期日が
到来する特定のカウンターパーティとの支払フローはすべて、一方のカ
ウンターパーティから他のカウンターパーティに支払われる純額にな

るよう、通貨ごとに可能な限り最大限相殺されます。期限徒過の支払
や破産等の特定の場合においては、評価を行い、純額での決済を行う
ために、当該カウンターパーティとはすべての取引が終了されます。

決済についての法的権利は、支払停止、支払不能または破産とい
った一定の場合に限り適用されるものであるため、ISDAマスター契約
は貸借対照表における決済要件を満たしていません。

金融商品のタイプ別情報
相殺の対象であり、法的拘束力のある相殺に係る枠組みの取決めま
たは類似の取決めでカバーされる金融資産および金融負債

貸借対照表上で相殺されていない関連する金額

2014年12月31日現在
貸借対照表上に

表示された金額1 金融商品
有価証券担保の
提供(+)/受取(-)

現金担保の
提供(+)/受取(-) 純額

資産
デリバティブ 23,848.8 -9,611.1 -11,711.3 – 2,526.4
レポ2 3,952.1 – -3,952.1 – -
負債
デリバティブ -10,628.3 9,611.1 – – -1,017.2
合計 17,172.6 – -15,663.4 – 1,509.2

貸借対照表上で相殺されていない関連する金額

2013年12月31日現在
貸借対照表上に

表示された金額1 金融商品
有価証券担保の
提供(+)/受取(-)

現金担保の
提供(+)/受取(-)

  
純額

資産
デリバティブ 6,235.8 –5,329.3 –791.3 – 115.2
レポ2 2,796.9 – –2,796.9 – –
負債
デリバティブ –13,231.8 5,329.3 – – –7,902.5
合計 –4,199.1 0.0 –3,588.2 – –7,787.3

1) 貸借対照表上に表示された金額からの相殺はありません。

2) レポは金融機関に対する貸付金に含まれます。
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注記 28 自己資本比率

2014年1月1日以降、自己資本比率は新しい規則であるCRR(資本要件
規則)1に従い計算されています。従来の計算方法と比較して最も重大
な変更は、すべてのOTC(店頭)デリバティブ契約に係る信用評価調整
に対するリスク・エクスポージャー額(CVAリスク)に関連するものです。
比較数値は、従前の規則(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)
および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)に基づくも
の)に従い計算されています。CRD IV(資本要件指令IV)2に基づき予定
される資本バッファーの導入は、まずスウェーデンの法律において実
施が義務づけられます。2014年5月12日に、スウェーデン政府は自己
資本比率に係る規則の強化に関する法案を提出し、かかる法案は
2014年8月2日付で施行されました。公社の評価によれば、すべてのバ
ッファー要件を満たしています。所要資本保全バッファーを含む場合
の要件が7.0％であるのに対して、コアTier1資本比率は34.6％(前年
度：37.0％)でした。所要バッファーを含む場合の要件が8.5％であるの
に対して、Tier1資本比率は34.6％(前年度：37.0％)でした。所要バッフ
ァーを含む場合の要件が10.5％であるのに対して、総自己資本比率は
49.3％(前年度：59.5％)でした。EUの資本要件規則であるCRRに基づ
く追加開示については、公社のホームページwww.kommuninvest.org
でご覧いただけます。

2014年
12月31日現在

2013年
12月31日現在

貸借対照表上の資本 2,375.4 1,727.6
控除：繰延税金資産3 - -59.5
控除：売却可能金融資産4 -16.2 -17.3
控除：慎重な価値評価に係る調整5 -9.7 -
控除：当期利益/損失6 -729.4 –
加算：認識されたグループ補助金6 725.6 –
コアTier1資本合計 2,345.7 1,650.8

Tier1資本合計 2,345.7 1,650.8

自己資本の補完的項目

永久劣後ローン7 1,000.0 1,000.0
自己資本の補完的項目合計 1,000.0 1,000.0

自己資本合計 3,345.7 2,650.8 

2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

所要自己資本

リスク・
エクスポー

ジャー額
所要

自己資本

リスク・
エクスポー

ジャー額
所要

自己資本

信用リスクに対する所要自己
資本(標準的手法) 3,339.6 267.2 3,468.1 277.5
  うち、国および中央銀行に対

するエクスポージャー 136.5 10.9 - -
  うち、 金融機関に対するエク

スポージャー 1,179.5 94.4 1,484.9 118.8
  うち、 事業法人に対するエク

スポージャー 63.0 5.0 63.2 5.1
  うち、 カバード・ボンドの形

態でのエクスポージャー 1,960.6 156.8 1,920.0 153.6
オペレーショナル・リスクに対
する所要自己資本
(基礎的手法) 1,337.3 107.0 988.8 79.1
市場リスクに対する所要自己
資本 - - 1.8 0
信用評価調整に対する所要自
己資本 2,108.0 168.6 - -
リスク・エクスホージャー額合
計および最低自己資本額 6,784.9 542.8 4,458.7 356.7

自己資本比率 
2014年

12月31日現在
2013年

12月31日現在

コアTier1資本比率 34.6 % 37.0 %

Tier1資本比率 34.6 % 37.0 %

総自己資本比率 49.3 % 59.5 %

所要バッファー 

資本保全バッファー 2.5 % –

所要バッファー合計 2.5 % –
バッファーとして使用可能なコアTier1資本 28.6 % –

1) 金融機関および証券会社についての監督要件に関する、また規則(EU)第648/2012号
を改正する、2013年6月26日付の欧州議会および理事会規則(EU)第575/2013号。

2) 金融機関の業務実施への認可および金融機関および証券会社の監督に関する、また指
令2002/87/ECを改正し指令2006/48/ECおよび2006/49/ECを廃止する、2013年6
月26日付の欧州議会および理事会指令(EU)第2013/36/EU号。

3) CRR第48条に基づき、繰延税金債権についての調整は行われていません。
4) CRR第468条に基づき、公正価値で計上され、公正価値準備金において認識される未

実現利益の100％を除きます。従前の自己資本比率に係る規則に従い、公社は、自己資
本には含まれていない繰延税金を含め、売却可能金融資産を調整しています。上述し
たように、公社は、CRRにおける例外規則を適用し、繰延税金の控除は行いません。し
たがって、自己資本における売却可能金融資産の控除は、資本の部において表示され
た数値によって異なります。

5) CRR第34条に基づく慎重な価値評価に係る調整。
6) CRR第26条に基づき、スウェーデン地方金融協同組合に対してグループ補助金の形で

の分配を行っておらず、年次総会での決議より前には自己資本への組入れが認められ
ない当期利益/損失をいいます。

7) Stibor連動3ヵ月物変動利率の永久劣後ローン。ローンの条件において、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てい
ます。ただし、これは早くとも、当該ローンの日付である2010年11月30日から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。

注記 29 レバレッジ比率
2014年

12月31日現在

第4四半期のレバレッジ比率
(算術平均の形で算定したもの) 0.76 %

総資産 312,052.1

控除：貸借対照表上のデリバティブ -23,848.8

加算：デリバティブ・エクスポージャー 14,237.7

加算：デリバティブのリスクに係る潜在的変動 5,371.8

加算：オフバランスシートの約定 3,783.5

エクスポージャー額合計 311,596.3

Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの)
(注記28参照) 2,347.5

レバレッジ比率、12月 0.75 %

エクスポージャー額、11月 302,741.6

Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの) 2,320.0

レバレッジ比率、11月 0.77 %

エクスポージャー額、10月 301,745.3

Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの) 2,318.6

レバレッジ比率、10月 0.77 %

公社は、レバレッジ比率要件が導入される際に、その法定要件を達成するため

の資本計画を有しています。32頁をご参照下さい。 
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5年間の要約
重要な指標(2010年－2014年)(単位：百万クローネ) 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

成長性

貸付金(変動率：％) 6.8 3.8 20.0 25.7 8.2

純利息収益(変動率：％) -5.6 25.6 35.0 32.5 13.1

連結

コアTier1資本比率(％) 34.6 37.0 15.2 22.9 40.3

Tier1資本比率(％) 34.6 37.0 15.2 22.9 40.3

総自己資本比率(％) 49.3 59.5 30.4 45.7 80.6

レバレッジ比率(CRRに基づく報告の場合)(％) 0.76 0.57 0.33

レバレッジ比率(劣後ローンを含む場合)(％) 1.09 0.91 0.65

効率性

管理費用対貸付金(％)1 0.127 0.117 0.125 0.143 0.127

管理費用(安定化政策費用を除く)対貸付金(％)1 0.078 0.070 0.075 0.093 0.096

管理費用対総資産(％)1 0.091 0.088 0.089 0.103 0.089

管理費用(安定化政策費用を除く)対総資産(％)1 0.055 0.053 0.053 0.067 0.067

貸付金/従業員(単位：百万クローネ) 2,893.6 2,980.6 3,091.5 2,848.7 2,523.2

変動率(％) -2.9 -3.6 8.5 12.9 0.0

総資産利益率(％) 0.182 0.213 0.113 0.128 0.074

資本利益率

税引後営業利益対平均資本(％) 27.7 44.1 20.2 32.3 23.5

費用/収益比率
(純利息収益＋その他営業収益)
対総費用 0.31 0.25 0.32 0.42 0.39

その他の情報

従業員数(年度末現在) 77 70 65 59 53

1) 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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損益計算書(1月1日－12月31日) (単位：百万クローネ) 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

純利息収益 915.2 969.5 771.7 572.6 432.1

支払手数料 -5.1 –5.6 –8.5 –8.6 –4.4

金融取引純利益 101.9 38.7 –267.1 72.1 17.2

その他営業収益 1.3 0.2 4.6 0.1 0.3

収益合計 1,013.3 1,002.8 500.7 636.2 445.1

一般管理費 -274.7 –239.3 –244.0 –230.0 –160.5

減価償却費 -3.3 –2.4 –2.7 –2.5 –2.7

その他営業費用 -5.9 –3.5 –5.0 –7.6 –6.2

費用合計 -283.9 –245.2 –251.7 –240.1 –169.4

営業利益 729.4 757.6 249.1 396.1 275.7
処分(純額) - – 204.0 13.9 –83.2

公租公課 -161.0 –166.9 –132.5 –109.4 –51.9

当期利益 568.4 590.7 320.6 300.6 140.6

貸借対照表要約(12月31日現在)(単位：百万クローネ) 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

担保適格国債 15,204.1 14,626.2 11,160.8 10,841.7 12,887.7

金融機関に対する貸付金 4,022.1 2,822.2 15,618.6 1,734.5 1,697.6

貸付金 222,803.7 208,644.0 200,950.7 168,070.5 133,729.1

債券およびその他利付証券 45,974.5 44,932.9 44,293.7 39,518.7 28,759.5

株式および出資持分 34.4 34.1 33.7 1.3 1.0

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 23,848.8 6,235.8 11,057.4 13,687.2 13,024.0

有形資産 6.0 4.6 5.6 6.7 6.9

無形資産 1.6 - - - -

その他資産 148.5 147.8 149.9 148.3 67.5

前払費用および未収収益 7.9 10.6 12.7 19.0 26.4

資産合計 312,052.1 277,458.7 283,283.6 234,028.4 190,200.2

金融機関に対する負債 4,800.6 4,352.0 5,610.4 4,149.4 3,438.9

有価証券 292,318.0 256,258.7 257,257.3 218,037.4 173,851.9

デリバティブ 10,628.3 13,231.8 17,517.2 9,354.5 10,794.2

その他負債 789.9 764.6 818.4 455.4 66.4

未払費用および前受収益 136.8 121.4 125.2 111.5 44.1

年金および類似の債務に対する引当金 3.0 2.5 2.1 1.6 1.2

劣後債務 1,000.1 1,000.1 1,000.3 1,000.2 1,002.9

負債および引当金合計 309,676.7 275,731.1 282,330.9 233,110.0 189,199.5

非課税準備金 - - - 204.0 217.9

資本 2,375.4 1,727.6 952.7 714.4 782.8

負債、引当金および資本合計 312,052.1 277,458.7 283,283.6 234,028.4 190,200.2

財務書類

73スウェーデン地方金融公社、企業登録番号SE556281-4409   2014年度年次報告書



利益処分の提案
取締役会は、
 

当期利益 568,434,557
繰越利益 -269,560,110
公正価値準備金 12,613,047
合計 311,487,494

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 311,487,494

自己資本比率および大口エクスポージャーに係る適用規則は、公社が
随時、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクについて
少なくとも所要自己資本合計に相当する自己資本を保有し、かつ、公
社の内部資本評価ポリシーに基づき業務上特定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自己資本が包含することを求め
ています。所要バッファーを含めた場合の要件が10.5％であるのに対
して、総自己資本比率は49.3％(前年度：59.5％)でした。提案された利
益の配分後の自己資本は3,346百万クローネ(前年度：2,651百万クロ

ーネ)となり、最終的な最低所要自己資本は543百万クローネ(前年
度：357百万クローネ)でした。項目の詳細については、自己資本比率に
ついての注記28に記載されています。

公社の財政状態については、公社が短期および長期でその義務を履
行できると見込まれるという評価以外に、いかなる評価もありません。

公社の業績および一般的な状況に関する情報に関しては、損益計
算書および貸借対照表ならびに年次計算書類に関連する注釈をご参
照下さい。

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、財政状態および業績の発展に関する真実かつ公正
な概観を提供していること、ならびに公社がさらされている重要なリスクおよび不確実性を記載していることをここに表明します。

エーレブロー、2015年2月24日

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会会長

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

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

アンダーシュ・ペランダー
従業員代表

  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2015年2月24日に提出されました。
アーンスト・アンド・ヤング AB

 

エリック・オーストレーム
公認会計士
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監査報告書
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号：SE556281-4409)
年次株主総会　御中

年次計算書類に関する報告
我々は、2014年度のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の年次計算
書類につき監査しました。公社の年次計算書類は12頁-74頁に掲載され
ています。

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

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

監査には、年次計算書類の金額および開示を裏付ける証拠を得る
ための手続きの実施が含まれます。選別される手続きは、不正または
誤謬によるものかを問わず年次計算書類の重大な虚偽記載に関する
リスクの評価を含め、会計監査人の判断に依拠されます。かかるリス
クの評価を実施するにあたり、会計監査人は、状況に応じて適切な監
査手続を策定するために、公社の年次計算書類の作成および公正な
表示に関連する内部統制を検討しますが、これは公社の内部統制の有
効性に対して意見を表明することが目的ではありません。また監査に
は、採用された会計原則の適切性と取締役会および社長が行った会
計上の見積りの妥当性を評価し、ならびに年次計算書類および連結年
次計算書類の情報の全般的な表示を評価することも含まれます。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の監査意見に根拠を提供する
ために十分かつ適切であると確信しています。

表明
我々の意見では、年次計算書類は金融機関および証券会社の年次会
計に関する法律に従って作成されており、また年次計算書類は金融機
関および証券会社の年次会計に関する法律に従い、2014年12月31日
現在の公社の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成績およ
びキャッシュ・フローをすべての重要な点において公正に表示していま
す。コーポレート・ガバナンス報告書が作成されています。法定経営報
告およびコーポレート・ガバナンス報告書は年次計算書類の他の部分
と整合しています。

したがって、我々は年次株主総会に対して、公社の損益計算書およ
び貸借対照表を承認することを勧告します。

その他の法律および規制上の要件に関する報告
年次計算書類の我々の監査に加え、我々は、2014年度についての公
社の利益または損失の処分の提案および公社の取締役会および社長
による経営を審査しました。

取締役会および社長の責任
取締役会は、公社の利益または損失の処分の提案に責任を負います。
取締役会および社長は、会社法および銀行・金融業法に従った公社の
経営に責任を負います。

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

我々は、公社の利益または損失の処分に関する取締役会の提案に
ついての意見の根拠として、かかる提案がスウェーデン会社法に従っ
ているかどうか検討しました。

我々は、年次計算書類の我々の監査に加え、責任解除についての
意見の根拠として、公社の取締役または社長の活動が公社に不利益
を生じさせていないかどうか判断するため、公社によりなされた重要
な決定、活動および状況を審査しました。我々はまた、その他いかな
る方法でも会社法、銀行・金融業法、金融機関および証券会社の年
次会計に関する法律または公社定款に違反していないかどうか審査
しました。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の意見に対して根拠を提供す
るために十分かつ適切であると確信しています。

表明
我々は、年次株主総会に対して、取締役会報告においてなされた提案
に従い公社の利益を処分すること、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。

エーレブロー、2015年2月24日

アーンスト・アンド・ヤングAB

エリック・オーストレーム
公認会計士

財務書類
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レビュー報告書
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2014年度の業務を精査しました。

取締役会および社長は、定款および持分保有者指令ならびに業務
に関する規則を遵守した業務執行について責任を負っています。一般
監査人の責務とは、業務運営および管理を精査し、年次総会の指令
に従い業務執行がなされているか評価することです。

精査は、スウェーデン会社法に基づいて行われました。文書/判断
基底、手続き/情報を検証し、経営陣、取締役会会長および承認され
た会計監査人と討議することによって、その意見および評価に合理的
な根拠を与えるのに必要な焦点および範囲で監査が行われました。

我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的に満足できる形で行
われ、公社の内部統制が十分であったと考えます。

エーレブロー、2015年2月24日

 ニクラス・ショーベリィ アニタ・ボーマン

財務書類
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