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公社1は、地方自治体向け貸付け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
向上に寄与している。

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る。
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る。

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
ている。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
のである。

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
となることである。

1) 1-16頁において、「Kommuninvest」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う。10頁以降について、「Kommuninvest」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う。

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
2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

総資産(十億クローネ) 340.6 312.1 277.5 283.3 234.0

貸付金(十億クローネ) 254.4 222.8 208.6 201.0 168.1

当期利益(百万クローネ) 561.3 568.4 590.7 320.6 300.6

組合員数(合計) 280 280 278 274 267

うちコミューン 272 272 270 266 259

うちランスティング/リジョン 8 8 8 8 8

コアTier1資本比率1(％) 44.6 34.6 37.0 15.2 22.9 

Tier1資本比率2(％) 44.6 34.6 37.0 15.2 22.9 

総自己資本比率3(％) 59.8 49.3 59.5 30.4 45.7 

レバレッジ比率(CRRに基づく場合)4(％) 0.87 0.75 0.57 0.33 –

レバレッジ比率(劣後ローンを含む場合)5(％) 1.16 1.09 0.91 0.65 –

1) リスク・エクスポージャー合計に対するコアTier1資本。37頁および注記29も参照のこと。
2) リスク・エクスポージャー合計に対するTier1資本。37頁および注記29も参照のこと。
3) リスク・エクスポージャー合計に対する総自己資本。37頁および注記29も参照のこと。
4) 総資産および約定(エクスポージャー)に対するTier1資本。38頁および注記30も参照のこと。
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。38頁および注記30も参照のこと。

スウェーデン地方金融公社・年次報告書
17頁、19頁および21頁－80頁は、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公社の年次
報告を構成する。本年次報告書の翻訳には万全を期しているが、取締役会の署名を受
けた年次報告書の原文はスウェーデン語によるものであることに留意されたい。

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で閲覧可能である。

表紙写真/シャッターストック

(訳注)この日本語版は、英語版からの日本語翻訳版である。
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地方自治体向け貸付け
市場シェア1

2015年12月31日現在 

  公社を通じての借入れ 

47％(前年44％)

  銀行からの資金調達 
　  26％(前年29％)

  独自の資金調達プログ

ラム 27％(前年28％)

1) 予想。借入残高合計に対する   
比率

出所：公社

公社の貸付
ポートフォリオ
2015年12月31日現在

  コミューン41％
        (前年40％)

  地方自治 体の 住宅 供給
会社 29％(前年29％)
  地方自治体のその他の
会社 22％(前年22％)

  地方自治体のエネルギー
供給会社 7％(前年8％)

  ランスティング/リジョン 
1％(前年1％) 

出所：公社

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 government 

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 ある。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、

公社はその半数近くを占めている。

•
1986年の設立以来、公社はスウェーデンの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る。 

•
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、個々に借入れを行う場合よりも安全にかつ

低いコストで資金の借入れを行えるということである。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。 

•
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                   

所有されている。2015年度末現在、公社の貸付総額は                                          

2,540億クローネに上った。

公社の任務



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、持続可能な方法でかつ可
能な限り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ある。

組合員により所有され、最上位の信用格付を有する 
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」という。)内で実施されてい
る。公社はスウェーデン地方金融協同組合(以下
「協同組合」という。)の組合員により所有および
支配されている。2015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ある。現在まで、
協同組合を脱退した組合員はいない。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る。

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いている。公社は、2つの
信用格付機関から最上位のAaa/AAA(アウトルッ
クは安定的)の信用格付を有している。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
条件の連帯保証である。

すべての借入れは満期まで保証されている
連帯保証は公社の高い信用度の基盤となってい
る。これは、協同組合の組合員が、公社が借り入
れた資金、デリバティブ契約に基づく支払義務お
よびその他の義務に対して直接的な責任を負っ
ていることを意味している。

保証の引受けとは、満期までの期間に単一ま
たは複数の組合員が協同組合を脱退したか、協

連帯保証が公社の強みの一因である
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る。業務に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/リジョンにより保証が付与されている。組合員の
信用度および明示的な保証が、資本市場において公社が確固とした地位にある環境を整えている。

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                   

保証している。
理事会はコミューンおよびランスティング/リジョン

から選出された政治家で構成されている。

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る。
流動性準備金総額：630億クローネ

スウェーデン地方金融公社
金融業務を実施している。

取締役会は、公共管理、資本市
場および事業開発といった分野
の専門知識を有する取締役で

構成されている。

借入れ
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資金を借り入れている。

借入総額：3,210億クローネ

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る。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る。

貸付総額：2,540億クローネ

公社のビジネス・モデル
公社のビジネス・モデルは、組合員組織と金融業務
との間の明確な責任分担に基づいている。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職員により管理
されている。
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同組合から除名されたかにかかわらず(いずれも
これまでのところは起こっていない。)、協同組合
の全組合員が満期までのすべての債務を保証す
ることを意味している。かかる場合、組合員は、
当該組合員が協同組合を離脱するまでに生じた
約定の負担分について責任を有している。 

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
とみなされている。公社の信用格付の高さについ
てのもう1つの重要な要因は、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る。

低いリスク許容度
公社のリスク管理は、業務において生じるリスク
を最小限に抑えること(または最大限排除するこ
と)を目指している。公社のリスク管理の基本方
針の一部には、以下が挙げられる。
• 貸付けは、協同組合の組合員および組合員が

支配的影響力を有している会社に対してのみ
行われる。かかる会社に対するすべての貸付
けは、単一または複数の組合員により保証され
なければならない。

• 公社の流動性準備金は、金融市場が不安定な
時期においても顧客が支援を受けられるよう

に設定されている。カウンターパーティは高い
信用度を有している。

• 通常負債の期間を資産の期間よりも長くして
いることが、流動性リスクを低減する要因とな
っている。

• 金利リスクおよび為替リスクは、デリバティブ
契約によって最大限にヘッジされている。カウ
ンターパーティ・リスクはCSAにより管理され
ている。

• 持分保有者指令(40頁を参照のこと。)および
地方自治体法に基づく投機的活動の禁止に
従い、公社は収益を生み出すことを目的として
自らのポジションをとらない。

安全な資金調達
公社は、組合員および顧客に対して、外的環境
や金融市場の状況にかかわらず、常に資金調達
を提供することを目指している。したがって、公
社は、主に政府および政府保証付の発行体によ
り発行された質の高い確定利付証券ならびにカ
バード・ボンドによる多額の流動性準備金を維
持している。流動性準備金の額は、貸付けの15
％から35％とされており、少なくとも公社が6ヵ
月間は自己勘定の借入れを利用することなく貸
付けのニーズに対処できる額でなければならな
い。準備金の少なくとも半分は、スウェーデン
中央銀行の担保として適格なものとする。

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ある。公社の貸付けは、医療、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への投資のために用いられている。
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今日ほどお金の価値が低かったことはありませ
ん。金利は実のところ、預金者が自己口座に預金
するには利子を支払わねばならない可能性があ
るほどまで低くなっています。欧 州中央銀 行
(ECB)の他にも、リクスバンク(スウェーデン中央
銀行)ならびに日本、デンマークおよびスイスの中
央銀行が、マイナス金利を導入しています。

量的支援、すなわち買い支えプログラムと相ま
って、マイナス金利は、金融市場において価格決
定をゆがめた金融政策の試行の一部です。短期
および長期の影響は、極めて不明確です。お金の
実際の価値とは何なのでしょうか？何人にもわか
りません。

目的は変更されますが、金融政策は一般的
に、景気を刺激し、インフレおよび為替レートに
影響を及ぼすために、従来とは異なる手段を使
用します。

スウェーデンにおいて、低金利の状況は、主に
家計で引き続き増加している債務の一因となっ
ていますが、また相対的に増加した可処分所得
を通して、国内消費および経済成長を後押しする
一因ともなっています。スウェーデン経済は好調
であり、雇用は増加し、失業は減少することが予
測されます。このことはまた、地方自治体部門の
収入の増加にも寄与します。 

社会変化は課題および機会を提起します
スウェーデンの地方自治体当局の投資意欲は、
将来への確信、ならびに当局が構想および熱意
を持っている－スウェーデンの地方自治体部門が
サービスおよび市民に提供するものを引き続き
発展させたいと望んでいることを示しています。
健全な財政は、かかる部門への投資の大きなニ
ーズに対応できるための基本的要件であり、結
果的には債務が増加します。しかしながら、一般
的に、投資は、景気が非常に好調なコミューンお
よびランスティング/リジョンにおいて行われま
す。計画は現在、著しくかつ急激に変化する諸条

件のため、より困難となっています。亡命希望者
の膨大な入国が、すべてのコミューンの人口構造
を変え、短期および長期の両方で地方自治体の
サービスの需要に関する不確実性をもたらしてい
ます。

スウェーデンの地方自治体当局が資金調達に
関して協力することを選択したという事実は、投
資額および資金調達のニーズが増加しているた
め、重大な強みです。公社とともに、かかる部門
は、財政安定化および税収の両方を守る長期の
資金調達ソリューションをかかる部門に提供する
能力を有する金融機関を築いてきました。

公社の準備は整っています
2015年、スウェーデン地方金融協同組合の組合
員は、再度、持続可能かつ費用効率の良い資金
調達ソリューションの供給者としての公社の役割
を確実なものとしたいと望んでいることを示しま
した。多くのコミューンおよびランスティング/リジ
ョンが、追加の組合員出資を行うことを決議しま
した。資本形成に対する当該出資により、持分保
有者は、公社への信頼および公社への大望を表
明しています。これは、取締役会の私たちが高く
評価している外部社会へのシグナルです。

今日、公社は、スウェーデンで最も充実した自
己資本を有する金融機関です。これは心強いこと
ですが、十分ではありません。最低レバレッジ比率
の水準の形の追加の資本要件が、業務に課される
こととなります。基本的な水準において、これらの
要件は、地方自治体の金融協力関係のために設
定されてはいません。かかる要件は、長きにわたっ
て知られていますが、今年になってようやく最終水
準がどのようなものとなるかを知るでしょう。 

周知かつ公認の発行体
公社のモデルは今日、30年前の創業時と同じ、す
なわち組合員が魅力的な価格で貸付けの提供を
受けられるように、最も費用効率の良い資金調達

不確実な時代に
先を見据えて
私たちは、金融政策の試行、地政学的な緊張、戦争および大量の難民移動の影響を受ける世界経済のた
め、極めて不確実な時代に生きています。デジタル化および都市化は、将来を変えています。その影響は、
スウェーデン社会に対してさえ相当なものとなるでしょう。スウェーデンの地方自治体部門の金融協力
は、重要性を高めています。
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を世界中で探し求めることです。今日、公社は、公
社の借入れの基盤となる大規模な国際借入プロ
グラムにより、これを確実なものとしています。投
資家の最大グループには、世界の中央銀行、大規
模な公的機関およびその他の機関投資家が含ま
れます。私にとって、これらのような適格投資家が
これほど高い関心を示しているという事実は、公
社のモデルが機能していることの証しです。 

決定的な顧客のニーズ
公社は、健全かつシンプルなコンセプトに基づ
き、設立されました。事業の発展だけでなく、秩
序正しさ、簡潔性および透明性は、モットーとして
ぴったりです。また、これらは常に、協同組合の組
合員および顧客のニーズを満たすために発展し
ています。

私の見解では、2つの新たな分野が戦略的重
要性を得る可能性があります。今日、スウェーデ
ンの地方自治体部門の850名の職員が、債務管
理の計画、フォローアップおよび分析のために、
公社が開発した強力なツールを利用しています。
これによって、資金源の質が向上し、資金源がよ
り有効に使用されるようになり、透明性および理
解が高まり、中核業務のさらなる発展のために時
間を節約できるようになりました。かかるサービ
スは2014年に開始され、同年末には、合計125件
の契約が組合員との間で締結されました。

2015年６月、エスキルスツーナ・コミューン

が、公社からのグリーン融資を受け、風力発電投
資の資金調達をする最初の借り手となりました。
以降、関心が高まり、投資のエコラベルのある資
金調達を求めるコミューンの数は増加し、その資
金は持続可能性を促進するプロジェクトを支援し
たいと特に望む投資家から究極的には得られる
ことがわかります。

これらの例により、協同組合の組合員および
顧客との緊密な協力において発展したソリューシ
ョンが説明できます。またこうして、公社のモデル
および規模により、公社が他社より安くかつ良い
ソリューションを提供できるのです。決定的要因
は、公社が、スキル、クオリティおよび効率をもっ
て、素早く課題に対処することです。

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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人口の急激な増加は、福祉サービスの需要が今
後何年にもわたって相当なものとなることを意
味します。住居、業務および事業用建物、ならび
にその他の地方自治体のインフラへの新規投
資および改修の必要が実際にあります。人口増
加、都市化、人口構成の変化および移民のた
め、コミューンおよびランスティングは、投資に
直接的影響を及ぼす課題に次 と々直面します。

記録的に多い地方自治体の投資 
地方自治体当局の投資ニーズにより、公社の貸
付けへの需要が2015年度に引き続き増加し、
貸付けは、かかる部門の債務増加合計の約2倍
にあたる、15％の増加でした。このことは、公社
がコミューンおよびランスティングへの最大の貸
し手としての立場を強化したことを意味します。
公社の評価では、地方自治体の投資およびその
結果としての債務は、過去最高水準の年6-7％
で引き続き増加します。しかしながら、同時に、
地方自治体の年金債務は減少しています。この
ことは、公社の見積りによれば、地方自治体当
局の債務合計の増加は、比較的穏やかな水準、
つまり10年間にわたってGDPの4％未満になるこ
とを意味します。かかる部門は、これを管理する
ことができます。

魅力的な発行体、より変動の激しい市場
国際借入市場では、しばらくの間、不確実性が増
大しています。にもかかわらず、公社は、従来の投
資家基盤、つまり中央銀行、公的機関および銀行
の強力な支持を受け、引き続き有価証券を発行
することができています。このことは、私に、地方
自治体の金融協力のスウェーデンのモデルへの
継続的で強力な信頼、ならびに資金調達の分散
および資本市場との良好な関係の利点を示して
います。これは、公社が北欧地域の姉妹組織と共
有している傾向です。公社はまた、現在フランス
にAgence France Localeという同様の組織があ
るという事実を歓迎しています。

公社の持分保有者であるスウェーデン地方金
融協同組合が長い間、グループに2018年に導入
予定の規制上のレバレッジ比率要件の準備をさ
せていることは、強さの証です。2015年度、公社
の自己資本はさらに強化され、公社の活動およ
び資本市場におけるその評判を高めました。

不確実性の増大はすでに、様々な発行体に
関しての市場の見解に影響を及ぼしています。
その他の多くの発行体に関する影響はより大き
いものですが、公社に関しても、借入れは幾分よ
りコストのかかるものとなっています。個々の地
方自治体の借り手に対する私の助言は、以前と
は異なる資本市場に備えることです。世界の中
央銀行らが協調した近年の未検証の金融政策
の手段の結果を予測することは不可能です。

投資コスト総額は検討されなければなりません
これまで、公社の発展は、スウェーデン地方金融
協同組合の組合員数に大きく影響を受けてきま
した。組合員の増加は、コミューンにおいて特に
目覚しく、ランスティング／リジョンへの貸付けは
常に公社の貸付け全体のごく僅かな部分でした。
公社は現在、国内各地の病院への将来および進
行中の大規模な投資を反映して、組合員になる
ことへの関心がランスティング部門においても増
加していると理解しています。本稿の執筆時点に
おいてちょうど、リジョン・イェムトランド・ヘリエ
ダーレンが、新規組合員になりました。

ランスティング／リジョンおよびコミューンに
関して同様に、高い投資額の背景には通常、不
可欠な投資というものがあります。けれども投資
が持続可能となるためには、焦点を維持し、適
切な投資を優先することが必須です。特に、均
衡の取れた予算要件が損なわれないために、良
好なコスト管理が必要です。課題は主として、こ
の状況では比較的小額の財務費用よりもむし
ろ、投資に伴って生じる事業費用の増加に存在
しています。

持続可能な投資が必須です
持続可能な方法で現在および将来の投資ニーズを満たせることは、地方自治体部門の将来の発展にとっ
て重要となります。かかる部門は現在、急激な人口増加および人口構成の変化を要因とする、大規模か
つ広範囲に及ぶ福祉投資の新たな時代に置かれています。
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合理的な規制？
2016年、安定化政策費用に関するスウェーデ
ンの規制は、破綻処理費用に関するEU規制に
置き換えられます。公社が現在安定化政策費
用が関係する相当な費用を回避することは望ま
しいことですが、新たな費用は金融の協力関
係にあるスウェーデンの地方自治体のために
策定されていないこともまた明白です。依然と
してレバレッジ比率規制に関しては不明点があ
ります。しかしながら、私は、地方自治体部門
の投資、雇用および成長への重要な貢献につ
いての理解は、規制当局および政治家の間で
増していると、強く信じています。したがって、
私は、規制は地方自治体との協力関係を支援
する方法で解釈されていくとの望みを持ってい
ます。

素晴らしい1年への感謝
2015年度、公社は初めて、より一層持続可能な
社会を目指す地方自治体の取組みを支援する
投資プロジェクト向けのエコラベルのある貸付
けである公社の顧客へのグリーン融資の提供を
開始しました。より一層持続可能かつ環境に優
しい経済をつくるための公共部門の取組みは、
優先事項であり、私は、公社が参加し貢献して

いることを誇りに感じています。
当該年度に行われた重要な資本形成を考慮

すると、財務結果は安定しており、長期利益要
件を反映する水準にありました。私は、ここに
改めて、同僚たちの素晴らしい仕事と、また
2016年に設立30年目を迎えるこのすばらしい
事業を指揮する機会を得られたことに、感謝し
たいと思います。

エーレブロー、2016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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2016年1月25日現在のスウェーデンの債券市場における地方自治体の発行体の価格決定

持続可能性

より持続可能な社会となるための公社の貢献
は、自らの業務との関連においてではなく、公
社の組合員間においてなされている。以下の公
社のビジョンがその目標を明確にしている。

「公社は、地方自治体の財政管理において世
界の最も優れた組織となる。公社は、健全かつ
持続可能な社会のための投資に対して資金提供
を行うだけでなく、スウェーデンの地方・地域部
門の発展のためにも資金提供を行う。」

地方自治体部門の持続可能性目標の
実現を可能に
コミューンおよびランスティング/リジョンは、
福祉国家としてのスウェーデンの根幹を成す。
スウェーデンにおける公共投資の半分以上が

公社は、組合員が長期的な福祉
事業を展開できるよう手助けをする
スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョンは、持続可能性に関して非常に意欲的であり、
社会基盤の拡充および向上のための投資を活発に行う。公社は、当該部門の外部借入による資金調達
の大部分を担っており、それらは費用効率が高く持続可能なものでなければならない。

地方自治体部門により行われている。
公社は、自らの利潤を求めることなく、スウェ

ーデンの地方自治体当局およびそれらの関係
会社へ安定した費用効率の良い資金調達を提
供し、これにより納税者からの税金をさらに行
き届かせることに役立っている。公社は、その顧
客に対し、外的状況および金融市場の動向に
関係なく資金調達を提供することができる。こ
れは、金融システムの安定性に貢献する。

公社は、地方自治体部門の環境面への取組
みを支援する貸付商品を提供することで、スウ
ェーデンの脱化石燃料社会という構想の実現
者としての役割をも果たしている。公社は、責
任のある雇用者であり、公社の従業員およびそ
の他の利害関係者との関係構築に善処する。

最も低い借入コスト

左のグラフは、スウェーデンの債券市場における地

方自治体参加者の借入コスト(基準相場を上回る

ベーシス・ポイントで、様々な残存期間について表

示されている。)の比較を示している。公社は、最

も低い借入コストで借入れを行う地方自治体参加

者である。

出所：スウェッドバンク デット・キャピタル・マーケッツ部門
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公社は、公社自身の調査および報告を通して、
地方自治体部門の長期的な財政の見通しに対
する意識を高めることを目指す。

地方自治体部門に強く根差している
持続可能性に関する公社の視点は、スウェーデ
ンの地方自治体部門の価値観に基づいてお
り、したがって、ILO(国際労働機関)中核的条
約、OECD多国籍企業行動指針、国連の企業お
よび人権に関する枠組みならびに国連グローバ
ル・コンパクトのイニシアチブ等の国際的な枠
組みに完全に従っている。

利害関係者および対話
すべての関係者との建設的な対話
公社は、様々な方法で公社の業務に影響を与え、
また、公社の業務から影響を受ける幅広い利害
関係者との関係を有している。公社の持続可能
性に係る取組みは、公社の利害関係者との継続
的な対話の維持およびそれらの長期的な利益の
分析をその中心部分とする。公社は、すべての利
害関係者との間での緊密で相互的な関係の維持
に取り組んでおり、その利害関係者のうち最も重
要な利害関係者は以下のとおりである。
• 組合員/顧客
• 投資家
• 地域社会
• 従業員

協同組合の年次総会には、通常300名から400名の参加者が集い、
その大部分が職員でもある選任された代表者である。

毎年、協同組合の年次総会に先立ち、組合員協議会が
スウェーデン各地で開催され、これは利害関係者との
対話の中心的部分となる。2015年組合員協議会は、17
箇所で開催され、参加者は350名近くであった。

知識の伝達および交換が、年次総会の非公式な部分の中心
である。

11スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2015年度年次報告書

持続可能性



公社の最も重要な利害関係者であるコミューン  
およびランスティング/リジョン
公社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、公社の業務を所有し支配し
ているが、公社から借入れを行うことを選択す
れば、公社の顧客でもある。公社の所有者とし
ての組合員との対話は、主に選任された政治家
との間で行われる。公社の顧客としての組合員
との対話は、多くの場合、金融を専門とするコ
ミューンおよびランスティング/リジョンの職員
とのやりとりを通して行われる。選任された政
治家および職員との対話は、公式または非公
式に、その場で進行するような方法や事前に決
められたミーティング形式で行われる。

その他の社会的な関係者、すなわち、政府
省庁、規制機関および監督当局との継続的な
対話は、主に直接会合を行うことおよび情報
交換を通して行われる。投資家および資本市
場との対話は、直接会合を行うことおよび世界
各地でのプレゼンテーションを通して行われ
る。従業員との対話についても、管理者および
従業員間で公式または非公式に、定期的な情
報会議において行われる。組織および従業員
に関する詳細は、25頁を参照のこと。

利害関係者との対話の継続的発展
目標は、各利害関係者のニーズへより良く適応
するために、継続的に利害関係者との対話を
発展させることにある。これは一方では、公社
が優先すべき持続可能性の課題に対する継続
的な合意を確保する機能を果たすと同時に、
対話そのものおよび共通の理解を築く建設的
なやりとりそのものが、スウェーデンの地方自
治体部門の持続可能性における重要な要素で
あるというメッセージを伝える機能をも果たし
ている。
（訳注）以下、表中のn/aは「該当なし」を意味する。

重要性
対話により、何が最も重要かが示される
公社は、利害関係者との継続的な対話に基づ
き、持続可能性の取組みにおいて何が最も重要
な課題であるかを判断する。2015年に、監視に
適切な指標を特定する作業が開始され、これは
2016年に完了する予定である。持続可能性の
取組みにおいてどのような側面が重要であるか
を分析し決定するプロセスは、定型化されては
いないが、公社の進行中の作業の中心的部分で
ある。最終的には、全体的な方向性を決定する
のは、常に組合員、すなわち、コミューンおよび
ランスティング/リジョンである。重要性分析の
結果、公社の業務を継続的に発展させるという
ことが必要であり、それは地方自治体部門がそ
の持続可能性目標を達成する機会を最大限に
増やすことに資する。

組合員間における持続可能性による利益
公社は、単独で得られるものよりも良い融資条
件を創出することを目的とした、組合員間の自
発的協力により成功することから、公社が貢献
する持続可能性による利益の大部分は、組合
員間から生じている。公社はスウェーデンの地
方自治体部門に対する貸し手であり、公社の費
用効率の高い資金調達は、組合員の長期的な
持続可能性の目標を実現可能にする。

公社内の継続的な持続可能性への取組みの  
スタート地点
公社の内部的な持続可能性に係る作業について
の検討は、以下の頁の選択された指標を用いて詳
述される。かかる選択は、持続可能性の報告にお
いて広く使用される基準であるGRI(グローバル・
レポーティング・イニシアチブ)の枠組みを参考に
している。完全な報告書はwww.kommuninvest.
se/hallbarhetで閲覧可能である。
  

責任ある事業－Kommuninvestグループ 単位 2015年度 2014年度 2013年度

市場シェア

地方自治体部門の借入総額におけるシェア ％ 47 44 44

協同組合の年次総会に先立つ組合員協議会 

 －都市数 数 19 18 19

 －参加者数 数 368 391 327

利害関係者からのフィードバック

顧客満足度指数(2年ごと) 指数 n/a 78 n/a

従業員満足度指数 指数 69 72 n/a

持分保有者満足度指数(2年ごと) 指数 n/a 82 n/a

持続可能な財政

地方自治体部門の投資への新規貸付合計 百万クローネ 32,958.6 7,776.9 8,736.7

 －うち、新規グリーン融資への資金調達(約定済貸付) 百万クローネ 5,034.0 n/a n/a

グリーン融資ポートフォリオ合計(約定済貸付) 百万クローネ 5,034.0 n/a n/a

 －うち、実行済のもの 百万クローネ 2,634.0 n/a n/a

持続可能性についての完全な
報告書は
www.kommuninvest.se/
sustainability
で閲覧可能である。
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地域との協力
公社は、2015年度に地域の様々な支援プ
ロジェクトへ 0 . 9 百 万クロ ーネ ( 前 年
度：1.0百万クローネ)拠出した。公社は、
教育、文化および一体性を発展させる事
業を支援し、社会貢献を明示的に打ち出
している協力相手を求めている。例とし
て、公社は、エーレブローのテーゲルブル
ーケット・コミュニティー・センターにお
いて、16歳から18歳の若者を対象とした
自宅学習の手伝いおよび学習支援を開始
した。公社の取組みは、公社の従業員の
95％超が所在するエーレブローに集中し
ている。

公社の地域との連携の目的は、公社の
責任あるかつ魅力的な雇用主としてのイ
メージを強化することにある。

資金の増大
公社の業務の中核には、地方自治体部門へ長期的な費用効率の高い
資金調達へのアクセスを提供することが含まれる。公社は自らの利潤
を求めないため、公社は常に、組合員が最大限有利となるよう行動す
る。公社が、費用効率の高い貸付けの仲介ならびにコミューンおよび
ランスティング/リジョン間における債務管理の専門知識の向上への
貢献に成功したならば、これは資金の増大および地方自治体の財政
管理の質の向上を意味する。1986年の創業以来、組合員は借入れコ
ストを総額で数十億クローネ削減してきた。近年、貸付総額は着実
に増加し、2015年度には2,540億クローネ(前年度：2,230億クロー
ネ)に達した。地方自治体部門における投資ニーズの予測によると、
継続的な増加が見込まれる。

協力関係は高い費用効率をもたらす
公社の基本は協力関係であるため、公社の業務を発展させる上で、
他者、例えばその他の北欧諸国における姉妹組織との提携も選択
している。詳細は18頁を参照のこと。

公社の顧客が公社の成功を決定付ける
顧客満足度は、2年ごとに測定され、顧客が公社の成功をどの程度
に判断しているかを示す。直近の2014年の調査における顧客満足
度指数は、類似の貸し手の71と比較して、78であった。

公社は、インターネット・ベースの債務管理サービス
であるKI Finansを含む債務管理を容易にすること
で、その組合員へ経済的価値をも提供する。詳細は
20頁を参照のこと。!

地方自治体の借入れ1の資金調達における    
市場シェア
2015年12月31日現在

  公社を通じての借入れ 47% (前年44%) 

  銀行からの借入れ 26 % (前年 29 %) 

  独自の資金調達プログラムを通じての借入れ

      27% (前年 28%) 

1) 残高合計

出所：公社

経済価値の創出－Kommuninvestグループ 単位 2015年度 2014年度 2013年度

価値の創出 

利息収益 百万クローネ 1,438.3 3,651.0 4,571.1

価値の分配

利息費用 百万クローネ 639.8 2,736.1 3,602.2

支払手数料 百万クローネ 5.3 5.1 5.6

従業員給与 百万クローネ 62.0 57.7 48.8
従業員の年金費用、教育/研修費および
その他人件費 百万クローネ 17.8 19.6 16.1

従業員の社会費用および年金費用に係る税 百万クローネ 22.0 20.3 17.4

安定化政策費用 百万クローネ 120.5 110.7 99.0

その他の営業費用 百万クローネ 70.3 74.1 65.8

公租公課 百万クローネ 26.3 2.6 3.8
余剰金の分配としてのスウェーデン地方金融協同組合の
組合員への分配 百万クローネ 500.7 679.5 696.5

効率性

管理費用(安定化政策費用を除く)
対総資産 ％ 0.051 0.055 0.053
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持続可能な社会への移行
を支えるグリーン融資
公社は、地方自治体部門の環境面の取
組みを支える貸付商品を提供し、それに
より、脱化石燃料社会というスウェーデ
ンの構想の実現者として活動している。
グリーン融資はその一例である。これら
は、気候変動を緩和するかまたはかか
る変動への適応を容易にする投資に資
金提供するものである。グリーン融資の
スタート(詳細については、次頁を参照
のこと。)は、公社にとって重要な前進で
ある。2015年6月から当該年度末まで
の間、グリーン融資の額はゼロから50
億クローネに増加した。

直接的影響および間接的影響の
双方への注目
公社の目標は、公社自身の業務による環境負荷に加えて、資金調
達、投資および信用供与における環境負荷に取り組むことであ
る。当該取組みは始まっており、2016年度に更に発展する予定で
ある。公社は、とりわけ国連環境計画・金融イニシアチブを手本と
している。

費用効率の良い資金調達により提供される
更にエネルギー効率の良い手段
実例(公社の資金提供により可能となった投資の例)には、風力発電
所およびバイオエネルギー発電所を通じた再生可能エネルギー、下
水処理ならびに環境への配慮が認定された学校及びその他の建物
の建築などへの投資が含まれる。

公社自身の組織により生じる環境負荷は主に出張に関連するが、事
務所におけるエネルギー消費および事務用品にも関連する。出張
による二酸化炭素排出量は、合計177.3トン(前年度：296.5トン)、従
業員一人当りでは2.3トン(前年度：4.0トン)であった。エネルギー消

費量の合計は、従業員数の増加にもかかわらず406.2MWh(前年
度：427.6MWh)に減少した。従業員一人当りの紙の消費量は、2015
年度において5％減少した。

資源の拡大と同時に高められる効率

Green loans

環境指標－Kommuninvestグループ 単位 2015年度 2014年度 2013年度

エネルギー消費量
エネルギー消費量合計(建物内) kWh 406,160 427,574 450,717

電力 kWh 298,087 322,351 325,911

電力によるエネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合 ％ n/a 46 40

前年度と比較した電力消費量の変化 ％ -7.5 -1.1 n/a

熱 kWh 108,073 105,223 124,806

熱によるエネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合 ％ n/a 93 93

エネルギー消費量合計(㎡当り) kWh/m2 271 285 301

エネルギー消費量合計(従業員一人当り) kWh/FTE 5,207 5,778 6,829

資源効率
購入した事務用紙 トン 1.3 1.5 1.6

うち、持続可能性認証(PEFC)を取得したもの トン 1.3 1.5 1.6

事務用紙消費量合計に占める持続可能な資源開発による紙の割合 ％ 100 100 100

従業員(FTE(常勤従業員)一人当り紙消費量合計 Kg 12.8 13.5 15.2

紙の再生利用 トン 2.1 2.8 1.1

出張
出張合計 Km 1,081,226 1,609,162 n/a

従業員(FTE)一人当り出張合計 Km 13,862 21,745 n/a

飛行機による出張合計 Km 770,526 1,348,396 n/a

列車による出張(スウェーデン国内) Km 305,287 257,506 n/a

出張による二酸化炭素排出量合計 トン 177.3 296.5 n/a

従業員(FTE)一人当りの出張による二酸化炭素排出量合計 トン 2.3 4.0 n/a

移動削減の効果により、2015年度にお
いて、飛行機での出張による二酸化炭
素排出量の合計は40％減少した。

グリーン融資
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スウェーデンの国会（Riksdag）の定義では、スウェーデンの国家的環境
目標の中心となる部分が明記されている。世代別の目標に加えて、16の環
境目標と24の中期目標がある。実際には、地方自治体部門が、スウェーデ
ンの国会の決定に従って、持続可能な社会への転換を実現するために必
要となる投資のうちの大部分について責任を負っている。

2015年6月以降、公社は、顧客に対して、グリーン投資プロジェクトにグ
リーン融資で資金を調達する機会を提供している。風力発電、グリーンビ
ルディング、廃棄物管理およびその他の環境・気候へプラスの影響を与え
るプロジェクトがグリーン融資による資金調達に適格とされる。適格であ
るグリーン融資のポートフォリオは、トリプルA格付けの確定利付金融商品
を通じてスウェーデンの気候ソリューションに投資を希望する投資家をタ

ーゲットとするグリーンボンドにより資金を調達することとなる。
詳細については、ホームページwww.kommuninvest.orgにおいて情

報を得ることができる。

グリーン融資はスウェー
デンの環境目標の実現を
後押しする 
「スウェーデンの環境政策の全体的な目標は、環境問題や健
康問題をスウェーデンの国境を越えて増加させることなく、ス
ウェーデンにおいて主要な環境問題が解決された社会を次世
代に引き継ぐことである。」
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持続可能性－社会的価値の創生

公社の人事方針は、組織内の平等性および多様性が重要であるこ
とを強調している。2015年度末現在、従業員総数のうち、40％(前
年度：44％)が女性であった。上級執行役員のうち、女性の割合は
67％(前年度：50％)であった。性別、民族的背景、信仰、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
にすることが公社の目標である。

社会保障の発展
公社は、その提供する資金調達ソリューションを
通じて、スウェーデンの社会福祉の発展に貢献し
ている。これは、主に、組合員の取組みによるもの
であるが、同時に、公社が責任ある雇用者および
企業市民であることにもよる。公社から提供され
た資金は、学校、プリスクール、医療センター、レ
クリエーション施設および文化施設などの社会イ
ンフラへの投資に使用される。

地方自治体部門の状況に関する
深い知識
公社は、研究および教育への貢献を通じて、地方
自治体部門の長期の財政状態に関する知識を広
げようとしている。公社は、毎年、地方自治体債務
の傾向を分析した報告書を発表し、また、地方自
治体部門への投資の動向を分析している。

公社はまた、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する研究を支援してい
る。2015年度において、公社の研究基金は、「小
規模・大規模自治体の都市化の影響－持続可能
な開発のための研究」プロジェクトおよび「低迷
した自治体における資源としての移住」プロジェク
トに補助金を付与した。

平等性、多様性および育成

誰もが参加できる活動
公社は、あらゆる年齢の障害を持つまたは障害を持
たない少年少女が集まりトレーニングをしサッカー
をする場を提供するカールスルンド・ユナイテッドを
支援している。公社は、スウェーデン最大の乗馬学
校の一つを有するエーレブロー乗馬クラブとともに、
障害者のための乗馬活動も推進している。

活動の広がりを目指して
エーレブロー水泳クラブと公社は、共同して、様々な
理由により自治体の水泳プログラムに参加すること
ができない人々のための水泳レッスンを積極的に提
供している。当該協力により、人命救助コースは発展
および拡大している。

より身近に
公共の場で開催されるスカンジナビア最大の現代芸
術のビエンナーレであるOpenARTは国際的な芸術
の展示場としてエーレブローで設立された。2015年
においては、世界的に影響力のある中国人芸術家で
あるアイ・ウェイウェイが出展者に含まれ、エーレブロ
ーの中心地にある歩行者商店街であるショープマン
ガータン通りに沿って吊るされた375枚の6色のユニ
フォームで構成された作品を展示した。公社は、当該
ビエンナーレに関連して、OpenART後援の若者達の
創造的活動に寄与した。

従業員統計－Kommuninvestグループ 単位 2015年度 2014年度 2013年度

従業員総数(非常勤従業員を含む。) 人 90 84 78

全従業員に占める女性/男性の割合 ％ 39/61 42/58 41/59

全管理者に占める女性/男性の割合 ％ 58/42 58/42 56/44

上級執行役員に占める女性/男性の割合 ％ 67/33 50/50 50/50

常勤従業員総数(労働時間ベース) 人 78 74 66

雇用年数2年未満(正規従業員ベース) ％ 25 35 29

雇用年数2－4年 ％ 29 18 24

雇用年数5－9年 ％ 24 25 22

雇用年数10年以上 ％ 22 22 26

離職率 ％ 5 8 4

従業員調査への参加 ％ 94 94 n/a

学位を所有する従業員の割合 ％ 89 88 87

勤務評定制度に参加する従業員の割合 ％ 100 100 100

持続可能性研修を終了した従業員の割合 ％ 95 n/a n/a
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組合員である地方自治体
2015年12月31日現在

2015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
員であった。

 参加コミューン

ランスティング/リジョン
ランスティング・ダーラナ

リジョン・イェブレボリィ

リジョン・エーレブロー

ランスティング・ソームランド

ランスティング・ウプサラ

ランスティング・ベルムランド

ランスティング・ベストマンランド

ランスティング・ノルボッテン

資本の大幅な強化
当該年度中、公社の資本は合計で1,968.9百万
クローネ(前年度：647.8百万クローネ)増加し
た。かかる増加は主として、組合員の協同組合
への出資によるものである。かかる出資は株式
資本として公社に注入される。2015年11月、協
同組合へ26億クローネの出資が発表された。
このうち12億クローネが2015年12月31日まで
に新規株式資本として公社に移転された。公社
のかかる自己資本の増額は、2018年に実施が
予定されるレバレッジ比率に関する新たなEU
規則に伴い必要となっている。詳細について
は、36頁－38頁を参照のこと。

グリーン融資をスタート
2015年6月より、公社
は、炭素排出量の削減
および 環 境 配 慮 型 成
長への移行を促進する
地方自治体の投資プロ
ジェクトに対してグリー
ン融資を提供している。2015年12月31日現
在、承認されたグリーン融資の約定額は、11件
の投資プロジェクトに関連して50億クローネに
上った。グリーン融資のポートフォリオは、公社
が発行するグリーンボンドによって資金が調達
される。2016年春に、初めてのグリーンボンド
が発行される予定である。

債務管理システムの堅調
当該年度中、さらに43(前年度：82)の協同組合
の組合員が、公社が2014年度にスタートさせ
た債務管理システム(KI Finans)に関する契約
を結んだ。同システムは、地方自治体部門向け
に特別に開発したものであり、市場における他
のシステムよりも低額の費用で高い機能性を
提供するものである。当該年度末現在、125(前
年度：82)の組合員と契約が結ばれている。

英国における流動性カバレッジ比率上のレベル1
資産
2015年に、流動性カバレッジ比率(LCR)に関す
るEUの権限委譲法が英国において採用され
た。これは、英国において公社が発行する有価
証券は、最も高いレベルである「レベル1資
産」として表されることを意味する。規制が、公
社が発行する有価証券への需要の増加につな
がっている。

2015年度における重要な事象

Green loansグリーン融資
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取締役会報告－2015年度における重要な事象 



北欧諸国には、例えば類似の社会福祉モデルに関して、また福祉開発へ
の資金調達の観点から共通点が多い。4ヵ国すべてで、投資に対して地
方自治体部門に安定して費用効率の高い資金調達を提供するために設
立され、公社と同じような業務を行っている地方自治体のための資金調
達窓口機関がある。当該機関は、ノウハウ、プロセスおよび費用効率性
をさらに向上させるために広範囲にわたり協力している。協力は当該機
関それぞれの国内市場の外でのマーケティングにも拡大している。とり
わけ、北欧が共同しての投資家向けプレゼンテーションが、ロンドン、ニ
ューヨーク、東京およびスイスにおいて定期的に開催されている。
この提携関係は、実際に共有しているソリューションだけでなく、相

互的な効率性の向上を可能にし、知識の蓄積と共有を容易にする基準
を提供するものである。
当該機関の詳細については、ホームページwww.Kommuninvest .

se、www.kommunekredit .dk、www.kommunalbanken.noおよび
www.munifin.fiにおいて情報を得ることができる。

北欧の協力が相互利益を
もたらす 
2015年、公社と同様のノルウェーの機関が、スウェーデン、フ
ィンランドおよびデンマークの姉妹組織との間での既存の提
携関係に参加することを決定した。 
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顧客目標   | 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すこと

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る。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る。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る。

目標は、スウェーデンの品質指数である顧客満足指数(CSI)に従い、類似の信用提供者よりも持続的に良い結果
を有することである。ただし、最低でも満足度72。調査は2年ごとに実施される。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であった。類似の信用提供者に対する平均は71であった。 

持続可能性目標 |  意欲的な従業員および効率の良い作業方法により、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ること

公社は、自らの利潤を生むことを意図していない。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ある。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、知識の移転およびイノベーションを特徴とする組織により一層容易に達成される。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ある。

目標は、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、遅くとも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である。ただし、最低でも満足度72。2015年に実施された従業員調査に
おいて、公社に対するESIは69であった。この調査においては類似の雇用主に対する平均は入手不能であっ
た。2014年の調査においては71であった。

資金調達目標 |   安定的かつ費用効率の良い自己勘定の債務管理

2015年度の目標および
目標達成度
2015年度中、公社は、中核業務における継続的な改善に注力した
長期的な取組みを続けた。

!
5年間の要約 
公社は最近5年間にわたり急成長を遂げてきた。貸付けは、2011年度の1,681億クローネから2015年度末現在では2,544億
クローネに増加した。結果として、総資産は2,340億クローネから3,406億クローネに増加した。かかる増加は基本的に、
地方自治体部門による投資の増加の効果であり、これが全般的に外部資金調達への需要の増加につながった。競争力の
ある貸付けの価格設定により、協同組合の組合員数の増加のほかに地方自治体部門の債務全体における公社のシェアが
公社の成長に寄与した。
   公社は非営利組織であり、利益指標は動向をモニターする目的に限られている。しかしながら、過去5年間は、留保利益
を通じて資本を増額する段階にあることが特徴であった。結果として、収益性は従来よりも高まっている。2011年度から
2015年度にわたり、公社の資本は714.4百万クローネから4,344.3百万クローネに増加した。

過去5年間のデータについての表は78頁－79頁を参照のこと。

公社の借入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ある。資金調達についての目
標は、不安定な時期においても公社がその業務の資金を調達可能とすること、および常に可能な限り低いコスト
で資金調達を実行可能とすることである。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ある。

目標は、以下のとおりである。
1)  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。
2） 2017年度末までに、スウェーデンの債券市場における資金調達コストが、上位5位のコミューンおよびランス

ティング/リジョンの平均資金調達コストを0.25パーセントポイント下回ること。

2015年に実施された投資家調査において、公社は4番目に優良な地方自治体向け資金調達機関となった。2015年
度における公社のスウェーデンの債券市場における借入コストは、上位5位のコミューンおよびランスティング/リ
ジョンの平均借入コストを0.11パーセントポイント下回った。
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このシステムは、利用者に対して財政状態の概要を分かり易く伝えるもので
あり、これによりとりわけ、幾通りかの金利シナリオ案に基づく利息の支払
フローのストレス・テストを行うことが可能になる。職員は、このシステムによ
り容易に複雑な事例を準備することができ、またコミューンおよびリジョン/
ランスティングの政治家が決定する際に基づくことのできる質が確保された
正確なデータを開発することができる。このシステムは、KI Finans と呼ば
れ、2016年2月初めの時点で、その利用者数は850人であった。

地方自治体に効率的な債務
管理のための強力なツールを
提供する
借入金の割合に応じた低額の費用で、協同組合の組合員は、
インターネット上の債務管理ツールの提供を受けており、この
サービスはフォローアップ、分析および報告を一段と進めやすく
するものである。 
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2011年度から2015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
とに伴うものである。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
重点が置かれている。借入れは、成長を続けて
いる地方自治体で主に増加している。2015年
度末現在、地方自治体当局の借入れは、対スウ
ェーデンGDP比で、2011年度が11.3％であった
のに対して、13.2％に上ると見積られている。

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
なった。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る。2015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、当該年度末現在で公
社がその47％(前年度：44％)を占めた。銀行部
門を通じての借入れは26％(前年度：29％)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27％(前年
度：28％)を占めた。

 1) 予想は、スウェーデンの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 的なモニタリングに基づく。本 年 次 報 告書公 表 時点
で、2015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自体の
年次報告書のいずれも入手不能であった。

公社の貸付けの市場拡大
2015年度において、スウェーデンの地方自治体の借入市場は350億クローネ増加して5,370億クローネ
(前年度：5,020億クローネ)1になった。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ある。地方自治体部門の借入総額の47％(前年度：44％)は、
公社を通じて調達されたものであった。

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

ている。

• 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

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(2014年

1月1日－12月31日)の数値

である。貸借対照表およ

びリスク関連についての

比較数値は、特段の記載

がない限り、前年度末日

(2014年12月31日)現在の

数値である。

 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、か

かる財務書類に関して本

書49頁、51頁および53頁

に掲載されている。

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する。2015年度のデータ
は外部借入総額の見積りに基づく。

地方自体部門の借入れおよび資金調達形態、
2005年－2015年
十億クローネ ％

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

  地方自治体部門の借入れの対GDP比、％
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市場での地位の強化
2015年度においても、スウェーデンの地方自治
体当局は、公社を通じて、また銀行システムおよ
び資本市場を通じて、効率的に借入れのニーズを
満たすことができた。公社は、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
かないものである。

2015年度末現在、公社の貸付金は2,544億ク
ローネ(前年度：2,228億クローネ)に上った。名目
ベースでは、貸付金は前年度比で15％増(前年
度：6％増)の2,514億クローネ(前年度：2,184億ク
ローネ)であった。名目取引高ベースで、2015年度
の入札の落札率は93％(前年度：83％)であった。

2015年度の約定済みの貸付け(すなわち、新
規の貸付けおよび既存の貸付けの更新)のう
ち、1年超の元本固定の貸付けが80％(前年

度：84％)および1年以下の元本固定の貸付けが
20％(前年度：16％)であった。1年間から3年間
の元本固定の貸付けは、取引高合計の42％(前
年度：49％)を占めた。 

グリーン融資をスタート
2015年度中、公社は新たな貸付商品であるグリ
ーン融資をスタートさせた。グリーン融資は、炭
素排出量の削減に役立ち、持続可能な成長に寄
与するかまたは気候変動を低減するプロジェクト
および手段に対して供与される。当該年度末現
在、50億クローネに上るグリーン融資が11件のプ
ロジェクトに対して供与された。 

125の組合員がKI Finansに加入 
2015年12月31日現在、協同組合の125の組合員
(前年度：82の組合員)が、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
「Kommuninvest Finansstöd (KI Finans)」に申
込むことを選択した。

顧客のニーズに合わせた貸付け
2015年度において、公社の貸付けは増加し、2,544億クローネ(前年度：2,228億クローネ)に達した。
増加は地方自治体部門の投資量の増加、またこれによる借入ニーズの増加のほか、公社が当該部門
の借入れにおけるシェアを伸ばしていることを反映している。公社は合計で853(前年度：791)の顧客
を擁している。 

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ある。貸付けは以下の貸付先に行うこ
とが可能である。
• 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が単一または(連帯して)複数で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所有の関係会社
• 保証が付与される場合で、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
2015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
ク債プログラムを通じた貸
付けを含む)   

      48％(前年50％)

  St i b o r 商品( 元 本 固 定 )         
50％(前年43％)

公社金利商品 0％(前年4％) 

  3ヵ月物通知までのStibor
商品 2％(前年3％)

  

貸付ポートフォリオの
借り手別内訳
2015年12月31日現在

  コミューン 41％(前年40％)

  地方自治体の住宅供給
       会社 29％(前年29％)

  地方自治体のその他の
       会社 22％(前年22％)

  地方自治体のエネルギー
供給会社 7％(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あ

る。2015年度末現在、当該グ

ループは貸付全体の70％(前
年度：69％)を占めた。

組合員数および貸付高、1987年－2015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、組合員が公社か

らますます多くの借入れを行

うことを選択するようになって

きたことが、これまでの貸付け

の増加の一番の要因である。

 スウェーデン地方金融協同組合の組合員数   スウェーデン地方金融公社による貸付高

年
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公社の債券に対する好調な需要
2015年度下半期から資金調達市場がより大き
く変動しているにもかかわらず、公社の発行す
る債券に対する需要は2015年度を通して好調
であった。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
ことである。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ある。公社
の資金調達源の分散および投資家層をさらに
開拓するための長期的なプロセスへの注力もま
た成果を生んだ。当該年度中、公社の国際借入
市場における主要な投資家（すなわち、各国中
央銀行、公共機関およびいわゆる銀行の資金
管理部門）からの支持は依然として高かった。 

ベンチマーク債による借入れの増加に注力
2015年度末現在、公社の借入総額は3,212億
クローネ(前年度：2,971億クローネ)に上った。

当該年度において、1,059億クローネ(前年
度：812億クローネ)の借入れが、年限1年超の
長期債の形態で行われた。借入れは、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る。

公社は、海外およびスウェーデンの双方で、
ベンチマーク債プログラムと呼ばれる大型の債
券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る。当該年度中に2件の
大型の米ドル建ベンチマーク債による借入れが
行われた。また2016年1月にもう1件が行われ
た。公社により発行される有価証券は、EU内に
おいて、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クラスの資産である。

総額538億クローネ(前年度：414億クロー
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
1,264億クローネ(前年度：937億クローネ)であ
った。2015年度中、当該年度の残高につき
1,000億クローネを超えるという目標(当該プロ
グラムが2010年度にスタートした際に設定さ
れた目標)が達成された。当該プログラムに基
づく残存債券は合計6件である。

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る。リスクの低い発行体への需要が引き続き好調であったことによ
り、2015年度において公社は有利な条件で資金調達計画を達成することができた。当該年度末現在、借
入総額は3,212億クローネ(前年度：2,971億クローネ)に上った。

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る
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る。資金
調達戦略は、以下に基づく。
• 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借入れの安定性が強化されて

いる。
• 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

マーク債による借入れ、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
る借入れ。

• 資金調達の50％をスウェーデン・クローネ建とすること。スウェーデン・クローネ以外による借入れはいずれも、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る。

重要なSSA発行体
公社は、国際資本市場において、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債券を発行しており、年間
の資金調達額は100億米ドルから150億米ドル相当である。公社はSSA部門における重要な国際的機関である。公社自身と
比較される発行体としては、以下が挙げられる。
•  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) 

新 規借入れの通 貨 別
内訳    2015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53％)

 米ドル 35％(前年39％)

 ユーロ 6％(前年3％)

 日本円 4％(前年2.5％)

 豪ドル 1％(前年2％)

 カナダ・ドル 1％(前年-％)

 トルコ・リラ 1％(前年-％)

 メキシコペソ、NZドル
        -％(前年0.5％)

新規借入れのプログラ
ム別内訳       2015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・ベンチマーク
債プログラム 

        51％(前年51％)

  ベンチマーク債による借
入れ(その他通貨建) 

        22％(前年25％)

 公募債 8％(前年11％)

  私募 15％(前年10％)

 日本における債券の売出し      
　    4％(前年3％）
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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る。2015年
度において、公社の取締役会は、流動性準備金
額を貸付額の最低15％から最大35％相当とす
る基準の変更を採択した(従前は最低20％から
最大40％までであった。)。2015年12月31日現
在、当該準備金は貸付額の25％(前年度：29％)
であった。当該準備金の大部分は、各国中央銀
行で担保として適格なものとすべきとされてい
る。これにより、担保として差し入れることで公
社 が 流 動 性 を 確 保 で きる ことを 意 味 す
る。2015年12月31日現在、当該準備金の87％(
前年度：83％)は、現金および現金同等物なら
びに担保として保有された有価証券を除き、各
国中央銀行で担保として適格なものであった。

保守的な管理に注力
2015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
徴であった。流動性ポートフォリオの満期まで
の残存期間は1.9年(前年度：1.9年)であった。

2015年度末現在、流動性準備金の77％(前
年度：75％)は、可能な限り最上位の信用格付
を有する有価証券(カバード・ボンドおよび各国
政府または政府保証付の機関およびその他公
的機関により発行された有価証券を含む。)に
対して投資された。また72％(前年度：71％)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
た。14％(前年度：15％)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あっ
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を参照のこと。

顧客のニーズを常に満たすための
大規模な準備金
金融市場が不安定な時期においても公社の顧客への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る。2015年度末現在、貸付額の15％から35％までの額とする当該準備金
は632億クローネ(前年度：652億クローネ)であった。 

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る。

•  投資は、少なくともBaa1(ムーディーズ)および/またはBBB+(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る。

• 投資対象の満期は最長でも5.5年である。

•  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る。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
れる。

詳細については、28頁－37頁の「リスクおよび資本の管理」または公社のウェブサイトwww.
Kommuninvest.seを参照のこと。

流動性準備金の投資先
格付別内訳
2015年12月31日現在

 Aaa/AAA 
      77％(前年75％)

 Aa1/AA+ 
　 16％(前年14％)

 Aa2/AA -％(前年1％)

 Aa3/A- 7％(前年9％)

 A1/A+ -％(前年3％)

 A2/A 0％(前年-％)

 A3/A- -％(前年0％)

 Baa1/BBB+
        -％(前年0％)

流動性準備金の投資先
発行体別内訳
2015年12月31日現在

  地方自治体または自治
体当局 8％(前年6％)

  各国中央政府または中
央銀行 20％(前年20％)

  国際開発金融機関 
       9％(前年7％)

  公共部門事業体 

       2％(前年1％)

  カバード・ボンド
       32％(前年30％)

  機関(北欧) 
       9％(前年11％)

  機関(欧州) 
      16％(前年19％)

  機関(欧州以外) 
       4％(前年5％)

流動性準備金の投資先
所在国別内訳
2015年12月31日現在

 スウェーデン
       57％(前年54％)

 ドイツ 16％(前年17％)

  国際機関(欧州) 
       8％(前年8％)

 フィンランド 
       8％(前年9％)

 デンマーク 4％(前年2％)

 豪州 2％(前年3％)

 カナダ 2％(前年2％)

  英国 2％(前年1％)

 オランダ  1％(前年1％)

  国際機関(欧州以外) 
       1％(前年1％)

 米国  0％(前年0％)
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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
ある。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る。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る。

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る。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ある。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る。2015年に実施された
直近のESI調査において、ESIは、2014年に実
施された調査では72であったのに対して69で
あった。 

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、組織において平等および多様性が重
要であることを強調している。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
ある。2015年度末現在、公社における平均年
齢は41歳(前年度：42歳)であった。従業員総数
のうち、40％(前年度：44％)が女性であった。
上級執行役員のうち、女性の割合は67％(前年
度：50％)であった。

 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る。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
る。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
プされる。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
されている。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る。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る。

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、45頁および注記8を参照のこと。

技能を備えた献身的な従業員が
顧客を満足させている
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
公社に課されている。公社の従業員は2015年度においても引き続き増加し、8名の新規採用により合計
85名(前年度：77名)となった。当該年度中の平均従業員数は78名(前年度：74名)であった。 

行動規 範が 指 針を
提供している

公社は確立した価値観

に指針を置く組織であ

る。行動規範は、公社の

中核となる価値観、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る。

      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あ

る。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

つ必要条件である。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

求される。
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総資産は、当該年度末現在、31,618.0百万クロー
ネ(前年度：14,159.7百万クローネ)の貸付けの増
加の 結 果、3 4 0 ,626 . 3百 万クローネ（前年
度：312,052.1百万クローネ）に増加した。 

資本
2015年12月31日現在、資本は4,344.3百万クロ
ーネ(前年度：2,375.4百万クローネ)であった。新
規株式資本の払込みが行われたことに加えて、
資本は主として当期利益により影響を受けた(詳
細については、52頁を参照のこと。)。

株式資本
公社の株式資本は、年次総会による協同組合の
理事会への授権に基づき、当該期間中に新株発
行が行われたことにより1,880.0百万クローネ(前
年度：650.0百万クローネ)増加した。当該年度末
現在、株式資本は3,926.4百万クローネ(前年
度：2,046.4百万クローネ)、39,263,850株(前年
度：20,463,850株)に上った。

劣後債務
当該項目は、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
成る。当該ローン(経過利息を含む。)は1,000.0
百万クローネ(前年度：1,000.1百万クローネ)で
あった。

2016年度における余剰金の分配
協同組合の2016年年次総会の決定に応じ、協
同組合は、2015年会計年度の余剰金の分配に
ついても還元および出資への利息を適用する。
このために、2015年度の年次決算において、
公社はグループ補助金545.4百万クローネ(前
年度：725.6百万クローネ)を拠出した。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、合意された組合員の出資
の最高水準に達していないすべての組合員が、
その組合員が出資の最高水準の50％か75％か
100％かに達しているか否かに応じた金額で
参加する可能性が高いと考えている。余剰金
の分配の支払、協同組合への出資金の支払、
見込まれる公社の資本強化への払込みは、決
定後3ヵ月以内に行われる予定である。2015年
度利益に関連する出資金の見込額(未承認)は

90.7百万クローネ(前年度：680.0百万クロー
ネ)である。 

自己資本比率
公社は、業務に内在するリスクに対応するため
に十分な自己資本を有しており、自己資本比率
は法定の最低要件を十分余裕をもって上回って
いる。コアTier1資本は2,931.7百万クローネ(前
年度：2,345.7百万クローネ)で、これに伴いコア
Tier1資本比率は44.6％(前年度：34.6％)であ
った。総自己資本は3,931.7百万クローネ(前年
度：3,345.7百万クローネ)で、総自己資本比率は
59.8％(前年度：49.3％)であった。詳細について
は、37頁を参照のこと。

欧州議会および理事会規則(EU)第575/2013
号(Capital Requirements Regulation(CRR)(資本
要件規則))に基づき、公社は、株式資本の増額に
つきスウェーデン金融監督局の承認を得るまで
コア T i e r1資 本としての 分 類 を 認 められ な
い。2015年12月31日現在、当該年度の株主の出
資1,880.0百万クローネのうち、680.0百万クロー
ネがコアTier1資本として承認された。当該年度
の株主の出資の残りの部分1,200.0百万クローネ
についてコアTier1資本として承認を受けるため
の申請は、2016年1月18日にスウェーデン金融監
督局に提出された。

2015年12月31日現在、CRRに基づき報告され
た公社のレバレッジ比率は0.87％(前年度：0.75
％)であった。38頁も参照のこと。

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を取得している。2015年6月、当該格付機
関は、公社の格付けについていずれもアウトル
ック(格付見通し)安定的で確認した。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、中央銀行か
らの資金調達を利用でき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を
重要視している。

財政状態 
2015年度において、資本は1,968.9百万クローネ(前年度：647.8百万クローネ)増加し、4,344.3百万クロ
ーネ(前年度：2,375.4百万クローネ)となった。これは主として協同組合に対する新株発行の結果である。
総自己資本は3,931.7百万クローネ(前年度：3,345.7百万クローネ)であり、総自己資本比率は59.8％(前
年度：49.3％)であった。

AAA

Aaa

財務書類について
の注釈

49頁、51頁および53頁は、

損益計算書、貸借対照表

および資本変動表につい

ての注釈である。かかる注

釈は取締役会報告の一部

である。

資本
百万クローネ

年
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利益処分の提案
取締役会は、

当期利益 561,285,447
繰越利益 -126,561,285
公正価値準備金 -34,352,333
合計 400,371,829

を以下のとおり処分することを提案している。

繰越金額 400,371,829

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方針に基
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る。所
要バッファーを含めた場合の要件が11.3％であるのに対し
て、総自己資本比率は59.8％(前年度：49.3％)であった。提
案された利益処分後の自己資本は3,931.7百万クローネ(前
年度：3,345.7百万クローネ)となり、最終的な最低所要自己

資本は526.4百万クローネ(前年度：542.8百万クローネ)で
あった。項目の詳細については、自己資本比率についての注
記29を参照のこと。

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
なる評価もない。

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それらについて
の注釈を参照のこと。
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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
を果たしている。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 図されている。概 要について
は、29頁を参照のこと。

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る。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
いものとされている。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る。

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
詳述している。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る。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らない。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る。

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む。

リスクおよびリスク管理
公社の任務は、その顧客へ資金供給を行うこと
である。かかる任務を遂行するために、公社は
金融市場から資金を借り入れ、顧客へ資金を

貸し付ける。他の多く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ーディング
業務を行っていない。

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
する。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ある。

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う。2015年12月31日
現在、公社の信用リスク・エクスポージャーの
79％(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20％(前
年度：22％)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：1％)はデリバティブのカ
ウンターパーティに対するものであった。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に記載されている。

信用リスクは、信用供与者のリスク、発行体
リスクおよびカウンターパーティ・リスクに分類
される。

信用供与におけるリスク
信用供与者のリスクとは、信用供与先がその義
務を履行できないリスクをいう。公社は、組合
員および単一または複数の組合員が決定的な
影響力を持つ承認された関係会社に限り信用
供与を行っている。会社、団体や連合体の承認
には、単一または複数の組合員からの保証の
裏付けが必要である。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る。

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

低いリスク許容度および
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、地方自治体部門のために安定した効率の良い資金調達へのア
クセスを確保することである。業務は、リスクが限定的であることが特徴である。2015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なかった。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なかった。
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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る。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
行われる。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
クが含まれる。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る。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、分析するものである。貸付
けは、分析を組み合わせる形で制限できる。

すべての貸付けが、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
貸付けがそのような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とされ
ている。公社は、貸付業務において貸倒損失を
被ったことはない。

2015年度において、上位10の借り手が貸付
けの20％(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％)に相当する。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、その大規模な
業務は会社形態で行われている。

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
る。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う。

有価証券への投資を行う際、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らない。公社の取締役
会は、発行体ごとに総エクスポージャーの上限
を設定する。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する。流動
性準備金は常時、最低でもその97％が少なくと
もA(スタンダード・アンド・プアーズ)またはA2(ム
ーディーズ)の信用格付を有する有価証券や銀
行預金に投資されなければならない。投資対象
の満期は最長でも5.5年である。

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る。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エクス
ポージャーは、国ごとの上限が適用される。

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
いる。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
させる。

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る。以下を参照
のこと。

またリスク負担は、デリバティブ契約につい
て、カウンターパーティの信用格付がBaa3(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
を含むことを義務付けることにより抑制されて
いる。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
の決定要因でもある。

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る。

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む。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る。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ある。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る。

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

信用リスク・
エクスポージャー
2015年12月31日現在

  貸付け、リスク・ウェート0％ 
79％(前年77％)

  流動性準備金、リスク・
ウェート0％ 

       12％  (前年14％)

  流動性準備金、リスク・
ウェート10％および20％ 
8％(前年8％)

  流動性準備金、リスク・
ウェート50％ 

        -％(前年0％)

 デリバティブ 1％(前年1％)

信 用の 集 中－貸付 け
内訳
2015年12月31日現在

  上位10の貸付先 
        20％(前年22％)

  その他の貸付先 
        80％(前年78％)
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公社のリスク管理の概要

リスクの種類 リスク管理

信用リスク

信用供与におけるリスク
信用供与者のリスクとは、信用供与先がその義務を履

行できないリスクをいう。 

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貸付けが行われる。また、地方自治体

の団体や連合体に対しても貸付けを行うことができる。組合員は、リスクの監視および地方自治体の

分析のための社内モデルを適用してフォローアップされる。毎年、公社の取締役会はすべての組合員

に対して与信限度額を設定する。限度額は組合員集団としての連結債務純額の最大水準となる。地

方自治体の関係会社、団体または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が

必要である。スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リジョンは、課税権を有しており、破産

宣告を受けることはない。また、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い

る。信用供与におけるリスクは非常に低いと評価される。

発行体リスク
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う。 

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

て行われている。流動性準備金は常時、最低でもその97％が少なくともA(スタンダード・アンド・プア

ーズ)またはA2(ムーディーズ)の信用格付を有する有価証券や銀行預金に投資されなければならない。

満期は最長で5.5年である。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

ーアップされる。毎年、公社の取締役会は発行体ごとに総限度額を設定する。発行体に対する公社の

厳しい要求は、発行体リスクは限定的であるとみなされることを意味する。

カウンターパーティ・リスク
カウンターパーティ・リスクとは、キャッシュ・フローの最

終決済の前にカウンターパーティによる金融契約が不

履行となるリスクをいう。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

じる。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

させる。

新規の契結は、少なくともBaa1(ムーディーズ)またはBBB+(スタンダード・アンド・プアーズ)の格付を有

するカウンターパーティのみに限り締結することができる。いくつかの基準に基づき、取引の範囲が制

限されている。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

ーアップされる。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する。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する。新規の

カウンターパーティーに対しては、CSAの締結が義務付けられる。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る。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る。

市場リスク
市場リスクとは、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

クをいう。

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清算リスクの形で市場リスクが生じる。市場

リスクは継続的に測定、フォローアップされる。大半の金利リスクおよび為替リスクならびにその他の

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・リスクと交換される。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る。公社は資産および/ま

たは負債に対するクレジットスワップ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る。優れ

たガバナンスおよび管理体制を通じて、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る。

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る。

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

いリスクをいう。

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る。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

より抑制されている。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る。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る。これ

により、全体として、公社における流動性リスクは限定されている。

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(法的リスクを含む。)により生

じる損失のリスクをいう。 

業務におけるリスクは、年間を通して特定される。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る。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る。優れたガバナンスおよび管理体制は、オペレー

ショナル・リスクがコントロールされ、許容水準に維持されていることを意味する。
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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
締結する。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るが、担保
を提供する義務も負う。

担保が提供される時期およびその金額は、
エクスポージャーに関連して締結した契約の価
値の変動および契約で定められたカウンター
パーティの信用度によって決まる。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
ている。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
れたものである。

2015年度におけるカウンターパーティ・エクスポージャー

公社がカウンターパーティに対して請求権(市
場価値)を有するデリバティブ契約に関して、カ
ウンターパーティ・リスクが生じる。カウンター
パーティごとに相殺して担保額を減額した後の
カウンターパーティ・リスクは、2015年12月31
日現在1,726百万クローネ(前年度：2,526百万
クローネ)であった。相殺および担保の詳細に
ついては、注記3および注記27を参照のこと。

集中リスク
集中リスクとは、顧客/発行体/カウンターパー
ティ間における債務不履行のリスクの相互関係
により、個別の顧客/発行体/カウンターパーテ
ィの信用格付により適正とされるものを超える
損失リスクをいう。債務不履行のリスクの相互
関係は、業種および地理的な関係等の要因に
より説明することができる。

公社の任務である地方自治体への信用供与
は、信用供与における集中を伴う。信用供与の
集中は、個別の顧客に対する貸付けの限度によ
り制限される。公社の投資ポートフォリオにお
ける発行体の集中および公社のデリバティブ・
ポートフォリオにおけるカウンターパーティの集
中は、個別のカウンターパーティおよび国に課
せられた制限により制限される。

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る。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、その他の価格リスクおよび清算
リスクに分類される。

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
て生じる。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る。したがっ
て、公社は、為替リスク、金利リスクおよびその
他の価格リスクにさられている。公社は、デリ
バティブ契約を用いることにより、かかる市場
リスクへのエクスポージャーを最大限ヘッジし
ている。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る。

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う。
金利リスクは、資産および負債に適用される金
利が一致しない期間があることにより生じる。

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る。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する。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る。

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
とはできない。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る。
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る。

2015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-10.0百
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万クローネ(前年度：-8.5百万クローネ)であっ
た。通貨別の金利リスクは、スウェーデン・ク
ローネについて-7.1百万クローネ(前年度：1.4百
万クローネ)、ユーロについて0.0百万ユーロ(前
年度：0.3百万ユーロ)、米ドルについて-2.9百万
米ドル(前年度：-10.5百万米ドル)であった。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する。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する。 

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
スクをいう。

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
い場合に生じる。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
ている。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る。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る。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
されている。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
を意味する。

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
させるリスクをいう。

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る。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
ることを意味する。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
リスクは生じない。借入れおよび貸付けの間の
満期に生じる不一致は、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らない。

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・リスクに分類される。
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う(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す
る。)。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う。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う。

2015年12月31日時点における公社の信用市
場リスクは、ベーシススワップ・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2.6百万クロー
ネ(前年度：-1.1百万クローネ)変動することを意
味した。

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う。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る。これは、その
他の価格リスクが残存しないことを意味する。

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う。またカウン
ターパーティ・リスク(上記段落を参照のこと。)
を管理する公社のプロセスには清算リスクの管
理も含まれる。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
んでいる。

32 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2015年度年次報告書

取締役会報告－リスクおよび資本の管理



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う。

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る。公社は資
金調達を分散し、いくつかの異なる資本市場を
利用している。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、満期
到来および借換えに対処するための必要条件を
確保できている。戦略的資金調達プログラムと
は、公社のスウェーデン・ベンチマーク債プログ
ラム、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米ドル建ベンチマー
ク債による借入れ、ECP(ユーロ・コマーシャル・
ペーパー)プログラム、また日本市場における資
金調達である。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
持している。

過年度と同様、公社は、2015年度において
も長期および短期双方の資金調達において、
良好な流動性を確保した。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件の大型
の米ドル建ベンチマーク債による借入れを行
った。

公社は、公社の信用格付が引き下げられた
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
る。2015年12月31日現在、信用格付が3段階
引き下げられることにより、担保要件の939百
万クローネ(前年度：928百万クローネ)の増加
につながる。

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
いる(51頁の2015年12月31日現在の公社の貸
借対照表の構造を示す図を参照のこと。)。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2.8年(前年度：3.2
年)であった。かかる算定において最も早い期
限前償還日が適用されていたとする場合、平均

満期は2.2年(前年度：2.0年)であった。期限前
償還可能な借入れに関して、投資家は、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有して
いる。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：2.2年)であった。また、元本が公社
の流動性準備金に固定されていた平均期間は
1.9年(前年度：1.9年)であった。

短期流動性リスクは、一定の時間間隔にお
ける公社のマイナスのアウトフロー純額の金額
に対する制限に基づく。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る。

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
の額面価値の少なくとも15％から35％までとす
ることを決定した。加えて、流動性準備金の少
なくとも40％はスウェーデン・クローネ建とす
ることとされている。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
投資されている。

流動性カバレッジ比率(LCR)が当局の要件を
十分余裕をもって上回っているのは、公社の流
動性準備金に占める国債およびその他の流動
資産の割合が高いためである。公社は、現在2つ
の異なるLCR評価基準、すなわち、スウェーデン
金融監督局ら要求されるLCRおよび欧州委員会
の権限委譲法に基づき要求されるLCRに適合す
る必要がある。これらの評価基準は、いくつか
計算上の違いはあるが、ほぼ同じである。公社
のユーロ建のわずかなアウトフローにより、ユー
ロ建で報告されるLCRにばらつきが生じる可能
性がある。

2015年12月31日現在、スウェーデン金融監
督局による公社の総LCRは3.43(前年度：3.21)、
ユーロ建では7,742(前年度：26.03)、米ドル建で

流動性準備金の投資先
リス ク・ウ ェ ート 別
内訳
2015年12月31日現在

  リスク・ウェート0％     
62％(前年62％)

  リスク・ウェート10％   
32％(前年30％)

  リスク・ウェート20％      
6％(前年7％)

  リスク・ウェート50％       
-％(前年1％)
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は6.10(前年度：7.81)であった。2015年12月31
日現在、欧州委員会の権限委譲法に従った公社
の総LCRは3.22、また、米ドル建では5.51であっ
た。ユーロが公社にとって主要な通貨ではない
ため、公社にはかかる権限委譲法に基づくユー
ロ建のLCRを報告する必要はない。

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
ている。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
をいう。2015年12月31日現在、公社が、通常
業務を継続しつつ、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、9.4ヵ月(前
年度：8.7ヵ月)であった。

当該年度中、公社は、新たな規制要件がサ
バイバル期間へどのような影響を及ぼすかを
調べるためのストレス・テストを実施した。その
結果は公社の戦略、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る。ストレス・テ
ストの結果は満足できるものであった。

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
いる。キャッシュ・フロー計算書でも公社の流
動性環境が詳説されている。

2015年度における事象
当該年度中、公社は、2015年10月1日付で施行
されたEU全体における流動性カバレッジ比率
要件に適応した。

当該年度中、公社は、安定調達比率(NSFR)
といわれる長期流動性に関する規則にも適応
した。NSFRの報告要件は2014年に施行さ
れ、NSFR比率の最低要件は、2018年より導入
される予定である。

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
スクを含む。)により生じる損失のリスクをいう。

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ない。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ある。優れたガバナンス
および管理体制を通じて、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
れている。

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
る。リスク評価は、特定されたリスクごとに実施
される。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る。

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る。

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る。

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る。
プロセス・リスクは、定期的に確認すべき事項
や確認すべき質を含む内部指示、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
り低減される。

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
として生じる。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1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
される。

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
て生じる。ITおよびシステム・リスクは、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
減される。

流動性カバレッジ比率
(LCR)
2015年度の報告日現在

3月31日現在 
総LCR 3.28

ユーロ建のLCR 43,452.81

米ドル建のLCR 4.77

6月30日現在
総LCR 9.09

ユーロ建のLCR 33.37

米ドル建のLCR 12.79

9月30日現在
総LCR 6.10

ユーロ建のLCR 2,466.90

米ドル建のLCR 9.49

12月31日現在
総LCR 3.43

ユーロ建のLCR 7,742.18

米ドル建のLCR 6.10

欧州委員会の権限委譲
法に基づく流動性カバ
レッジ比率(LCR)
2015年度の報告日現在
12月31日現在
総LCR 3.22

米ドル建のLCR 5.51
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外的リスク
このリスクは、外部事象の結果として生じる。
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リスクの低減およ
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、低減される。

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ある。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
をいう。

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
業員を擁している。

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む。)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
加するリスクをいう。

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
ら取り組んでいる。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る。

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う。

公社は、取締役会が設定する戦略目標を展
開するための手続きを定めている。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る。

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る。組合員の潜在的な
借入れの範囲は公社の取締役会により判断さ
れる。

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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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う。

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
している。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
する。自己資本評価(36頁を参照のこと。)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る。

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る。

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う。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う。

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
用いられている。

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、金融リスクの限度コン
トロール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、
報告を行う。

リスク・コントロール部門は、社長に対して
報告を行い、執行役員グループの一員である最
高リスク管理責任者が指揮を執っている。同部
門は、最高リスク管理責任者代理を含む9名の
従業員を擁している。かかる9名の従業員のう
ち、3名は信用リスクおよび市場リスク等に関す
る予測分析を、3名は報告およびデータ管理
を、2名は地方自治体部門との連絡を、そして1
名がオペレーショナル・リスクを担当している。

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
を負う。

信用審査委員会は、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の評価について準備機
関として機能する。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

リスクに対する体制－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する。
・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

譲している。
・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る。

自己資本比率
％
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 コアTier1資本比率1

 Tier1資本比率2

 総自己資本比率3

  総自己資本比率の要件4

1) リスク・エクスポージャー合計に対するコアTier1資本
2) リスク・エクスポージャー合計に対するTier1資本 
3) リスク・エクスポージャー合計に対する総自己資本
4) 2015年：所要バッファーを含むCRRに基づく自己資本要件：11.3％。2014

年：CRRに基づく自己資本要件：10.5％。2010年から2013年まで：バーゼ
ルⅢに基づく自己資本要件8％

年
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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う。 

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
いる。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る。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
ある(次頁の枠内記載を参照のこと。)。

資本計画および自己資本評価
公社内では、資本計画は少なくとも1年に1回策
定される。計画では、翌5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
る。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
いる。

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
る。)で構成されるグループ)にとって、資本計画
は自己資本および流動性評価(ICLA)の策定に
おける重要な基礎的要素である。資本計画を
支えるにあたり、公社への持分保有者指令で
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る。

現行の規制に従い、金融機関は、独自のICLA
のプロセスを構築する責任を負う。これには、金
融機関が、統一的かつ網羅的な方法でリスクを
表し、リスク管理を評価させる意図があり、また
それらの方法に基づき所要自己資本を評価し、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。公社内で、ファイナ
ンス部門が、ICLAの策定についての責任を負う。
リスク・コントロール部門は、例えば適用される
計算を評価することにより、ICLAに関する質保証
を行う。

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
できている。

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(資本要件規則/資本
要件指令Ⅳ)(Capital Requirements Regulation/
Capital Requirements Directive IV)および
EMIR2(欧州市場基盤規則)(European Markets 
Infrastructure Regulation))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
る。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、未確定な面がある(次頁を参
照のこと。)。

自己資本比率
2015年12月31日現在、CRR(資本要件規則)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6,578.9百万クローネ(前年度：6,784.9
百 万クローネ)であった 。コア T i e r1資 本 は
2,931.7百万クローネ(前年度：2,345.7百万クロ
ーネ)で、コアTier1資本比率は44.6％(前年
度：34.6％)であった。所要バッファーを含む場
合の要件は合計7.0％であった。Tier1資本も
2,931.7百万クローネ(前年度：2,345.7百万クロ
ーネ)で、Tier1資本比率は44.6％(前年度：34.6
％)であった。所要バッファーを含む場合の要件
は8.5％であった。総自己資本は3,931.7百万ク
ローネ(前年度：3,345.7百万クローネ)で、総自己
資本比率は59.8％(前年度：49.3％)であった。所
要バッファーを含む場合の要件は11.3％であっ
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
ぼさない。

公社の堅固な資本状況は、レバレッジ比率算
定前の資本増額によるものである。38頁を参照
のこと。

1) 資本要件規則/資本要件指令Ⅳ (Capital Requirements 
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(店頭)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。
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レバレッジ比率－公社の計画および準備
2016年12月31日までに欧州委員会から提出
される報告書を受け、欧州連合理事会およ
び欧州議会がこれについて合意することを
条件として、2018年1月1日より新しい自己資
本比率測定方法のレバレッジ比率がEUにお
いて導入される予定である。レバレッジ比率
は、2014年より、関係当局への報告を行わ
なければならなくなっている。

レバレッジ比率は、Tier1資本および資
産・約定におけるエクスポージャー総額との
比率と定義される。公社のレバレッジ比率の
算定方法についての詳細は、77頁の注記30
に記載されている。

公社の資本－持分保有者の責任
協同組合は、グループの資本について主たる
責任を負う。協同組合の計画は、グループお
よび公社がレバレッジ比率1.5％を達成でき
るよう資本を引き上げることを基礎としてい
る。最終的なレバレッジ比率が1.5％を超え
て設定された場合、協同組合の計画では、当
初は、劣後ローンの形でTier1資本調達証券(
「förlagsinsats」という。)を発行するかまた
はスウェーデンの経済団体に適用される任
意の形の参加持分出資(「överinsats」とい
う。)を行うこととされる。なお、Tier1資本調
達証券は、協同組合の組合員に承認された
場合には、他の投資家に対しても募集が行
われる。しかしながら、協同組合の定款は、
協同組合と密接に関連する関係者およびそ
の他の地方自治体関係者へのTier1資本調
達証券の発行をも認めている。年次総会に
おいて個別の承認がなされた場合には、他の
資本市場関係者に対してもTier1資本調達証
券を発行することができる。

公社の計画
協同組合の持分保有者指令に従い、資本は、
グループ内で長期にわたり利益の累積によっ

てここ数年増額されている。2009年度から
2014年度にわたり、自己資本は、主に利益の
累積および 利益の再注入により増額され
た。結果として、公社は新規株式資本として
680.0百万クローネ(前年度：650.0百万クロ
ーネ)を受領した。

2015年度以降、このモデルは、協同組合
の組合員からの直接出資およびその他の資
本形態による場合を可能とすることで補われ
ている。このために、2014年度および2015
年度において、新たな定款の採択が必要とさ
れ、とりわけ組合員からピーク時の水準の新
たな出資を募ることが採択された。

2015年度において、協同組合の組合員
は、協同組合に対し26億クローネの出資を
行うことを発表した(2015年11月17日付の公
社のウェブサイト上のプレスリリースを参照
のこと。)。2015年12月31日現在、協同組合
へ払い込まれた金額は2,690.7百万クローネ
に上り、そのうち1,200.0百万クローネが、公
社に対し、新規株式資本として払い込まれ
た。2016年度および2017年度において、追
加的な出資が予想される。 

2015年度のレバレッジ比率
2015年12月31日現在、CRR(資本要件規則)
に基づき報告される公社のレバレッジ比率
は0.87％(前年度：0.75％)であった。

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10億クローネを含む場合
のレバレッジ比率は1.16％(前年度：1.09％)
であった。しかしながら、当該劣後ローンの
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る。協同組合は、既存
の劣後ローンを、2017年度末よりかなり前
に、自己資本の基本的項目の算入対象とな
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る。

CRR開示要件
CRR(EU資本要件規則)に
基づく追加開示について
は、公社のウェブサイト
www.Kommuninvest.
seを参照のこと。

レバレッジ比率
%

  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)
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ガバナンスおよび管理体制への注力 

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

 選任責任   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
う。)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」という。)の完全子会社である。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および管
理体制は極めて重要である。

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
に金融グループ、すなわちKommuninvestグル
ープ(以下「グループ」という。）を形成する。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

る。ただし、公社の株式は、スウェーデンの規
制市場における取引が認められていないため、
公社はスウェーデンのコーポレート・ガバナン
ス規範の対象にはなっていない。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
みなされている。

コーポレート・ガバナンスに関する規制の枠組み
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ある。

会社法は、会社の組織に関する基本規則を

協同組合
外部監査人
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含む。基本規則は、年次総会により任命される
取締役会に対する要件を含む。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
する。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する。

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
遵守しなければならない。

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/リジョンで構成されて
いる。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
事業組織である。

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ない。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
になる。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
とはない。年次総会において、各組合員は1個
の議決権を有する。

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る。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
他の内部規則がある。

協同組合の年次総会からの持分保有者指令
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
る。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
る。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
ドラインが含まれる。持分保有者指令は、公社
の年次総会での採択をもって効力を生じる。

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ある。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
ばならない。目標に対するフォローアップは19
頁に示されている。

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
る方針を設定する。方針はまた、定期的に見直
される。スウェーデン金融監督局は、規模、内
部組織ならびにその業務の性質、範囲および
複雑度の観点から公社を重要とみなしていな
いため、報酬委員会を置く必要はない。かかる
任務は、取締役会が遂行する。

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らな
い。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、また固定給のみで構成さ
れることが基本方針である。変動報酬は支払
われていない。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る。

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する。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、2015年4月16日に開催された。
　公社の年次総会では、取締役会および社長
が提案した2014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

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る。

• 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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解除した。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
れた。

取締役のエレン・ブラムネス・アルヴィドソ
ン、アンナ・フォン・クノーリング、ヨハン・トーン
グレン、アンナ・サンドボリィ、クート・エリアソ
ンおよびアンダーシュ・ペランダーが年次総会
で再任された。エリック・ラングビーが、新取締
役として選任された。ローレンツ・アンダーショ
ンおよびカタリーナ・ラーゲルスタムは、再任
を辞退した。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た。公社の執行
役員グループから取締役会の一員となった者
はいない。

また年次総会では、以下の事項が決議さ
れた。
• 持分保有者指令の採択
• 定款の変更
• 新株発行および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 
(Nordic Local Government Funding Agencies) 
AB)のために1つの選任委員会が置かれてい
る。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る。取締役会
は、選任委員会の指示に従い、業務の性質、範
囲および複雑度を反映して構成されなければ
ならない。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/リジ
ョンにおける選出された代表であり、または選
出された代表であったことがなければならず、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らない。

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
される。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
議した。

スウェーデン地方金融公社の取締役会
公社の取締役会は、その組織および経営に対し
て最終責任を負う。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する。

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
するようにする。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
う。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
る。手続規則は少なくとも1年に1回見直された
上で採用される。

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7名の取締役で構成されている。

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
任を負う。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

協同組合が所有する会社の選任委員会 2015年/2016年 
ヨーラン・フェルム(S)、ノーショーピング・コミューン、議長 

リンダ・フローム(M)、カリックス・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む。)は、ウェブサイトwww.kommuninvest.seで入手することができる。
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締役会が継続して公社および業務についての
最新知識を得て知識を深めることを確保し、
取締役会が利益相反を認識、対処する規則を
有し、また親団体である協同組合から意見を
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らない。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
支援するものとする。

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、ま
た、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)公社の報酬に関する方針の適用を
監視することに係る取締役会の決定が作成さ
れることに責任を負う。

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る。
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する。

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る。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
ことに責任を負う。

取締役
2015年12月31日現在、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)、クート・エリアソン、アンナ・フォン・クノー
リング、エリック・ラングビー、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
ていた。2015年度中、2名の取締役が退任
し、1名の新任の取締役が任命された。取締役
は、43頁に紹介されている。

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、550,000ク
ローネ（前年度：400,000クローネ）の2015年
度報酬を受け取った。その他の取締役は、年次
総会で決定されたとおり、300,000クローネの
固定報酬（前年度：100,000クローネ）を受け
取った。報酬全体については44頁の表に詳細
が記載されている。取締役に対して支払われ
た報酬総額は、2015年度は1,895,000クロー
ネ（前年度：1,615,000クローネ）に上った。

2015年度における取締役会の活動 
2015年度において、取締役会は、定例の取締役会を9回（前年度：8回）、臨時の取締役会を0回(前年度：1回)、また取締役会初会合
を1回(前年度：1回)開催した。議題および決議には以下の事項が含まれた。

• 戦略目標

•  内部資本および流動性評価

• リスクの枠組み

• 復旧計画

• 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

• 年次報告書および中間報告書 
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スウェーデン地方金融公社の
取締役会

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

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、北欧公共
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

エリック・ラングビー
コンサルタント、企業家

選任：2015年より取締役
学歴：ストックホルム大学単科コース 
前職：コミューン執行委員会議長、ナッカ・コミュ
ーン コミッショナー、ストックホルム県地方自治
体連合の会長、SALAR理事、ランスティングにお
ける地域計画委員会議長
その他の職務：Atrium Ljungberg AB取締
役、NackaStrandsMässan AB取締役会会
長、Hegeli Public Affairs AB取締役、HSB 
Omsorg AB取締役

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：ファイナンシャルアナリスト
前職：スウェーデン地方金融公社 市場リスク・ア
ナリスト、ノルビーク大学上級講師

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
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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
される。定款に従い、公社は監査人を1名置かねばならな
い。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
期として任命される。また年次総会においては、代理監査
人も任命される。

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
任命されている。公社において一般監査人として任命され
ているのと同一の個人が、協同組合においても一般監査
人として任命されている。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ある。

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った。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
行う。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、ICA Gruppen AB、Intrum Justitia AB、Skistar 
AB、AB Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀
行)およびセードラ森林所有者協会が含まれる。

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つ。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る。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する。

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 

2015年度
報酬  

2015年度(クローネ)
報酬

2014年度(クローネ)

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 独立 10回(10回中) 500,000 400,000

ローレンツ・アンダーション 独立(退任)  3回(3回中) 63,333 210,000

クート・エリアソン 独立  8回(10回中) 263,333 185,000

アンナ・フォン・クノーリング 独立 10回(10回中) 263,333 200,000

カタリーナ・ラーゲルスタム 独立(退任)  3回(3回中) 63,333 205,000

ヨハン・トーングレン 独立  7回(10回中) 253,333 210,000

エリック・ラングビー 独立 7回(10回中) 225,000 -

アンナ・サンドボリィ 独立 10回(10回中) 263,333 205,000

アンダーシュ・ペランダー 従業員代表 8回(10回中) 報酬を受けていない。 報酬を受けていない。
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スウェーデン地方金融公社の経営陣
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、発展させる。取締役
会および社長の職務分担規定が明文化されている。
　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
責任を負う。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ある。

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
る。2015年12月31日現在、社長に加えて同グループは、
マリア・ビームネ(業務執行副社長)、ヨハンナ・ラーショ
ン(最高財務責任者)、マーリン・ノルべック(チーフオブス
タッフ)、ブリット・ケルケンベリィ(最高リスク管理責任
者)およびクリストファー・ウルフグレン（最高情報責任
者）で構成されていた。2015年度中、ミカエル・ヨハン
ソンおよびハンス・ヴェリヤメッツは執行役員グループ
を離れ、マーリン・ノルベックおよびクリストファー・ウル
フグレンが同グループに加わった。

執行役員グループ

報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員グループ

氏名 年度 基本給 諸手当
変動
報酬

年金
費用 合計(クローネ)

トーマス・ヴェーングレン 2015年 3,038,063 91,092 - 765,581 3,894,736

2014年 2,774,552 96,096  – 826,185 3,696,833
マリア・ビームネ 2015年 1,993,017 - - 343,752 2,336,768

2014年 1,871,279 –  – 545,640 2,416,919
その他の執行役員 2015年 3,791,792 14,037 - 1,144,566 4,950,395

2014年 4,143,128 15,504  – 1,384,652 5,543,284

公社のリスク・プロファイルに
重大な影響を及ぼす従業員1

2015年 9,673,684 17,574 - 1,813,108 11,504,366

2014年 8,615,910 18,008 - 1,687,907 10,321,825
1)  執行役員グループ以外。かかるグループは、以下の役職の12名の従業員から成る。資金調達部門責任者、貸付部門責任者、資金調達マネージャー、

ポートフォリオ・マネージャー、内部監査部門責任者、法務顧問および最高コンプライアンス責任者。

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

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：公社業務執行副社長兼最高財務責任

者、SBAB財務担当者ほか

その他の職務：Vasallen AB取締役

誕生年：1961年
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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によって発展された枠
組み(1992年)に基づいている。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
要素が含まれている。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
ーアップである。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る。

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る。
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る。
• 業務上のガバナンスおよび管理体制の方針

(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および管理体制に関す

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る。
• 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
役員により確立された文化である。また、公社
の全従業員を網羅する行動規範もある。

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
ている。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る。
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
らえられる。

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る。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る。

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ある。目標は、すべてのガ
バナンス・ドキュメントを毎年少なくとも1回更
新することである。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)およびリスク・コンプライアンス・コン
トロール委員会(RCC)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
されている。公社の従業員のほぼすべてが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・促進されている。

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る。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
用される。当該原則の遵守は、取締役会に年
次報告が行われる。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う。

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 2015年 2014年

利息収益 1,438.3 3,650.8

利息費用 -639.8 –2,735.6

純利息収益 4 798.5 915.2
支払手数料 5 -5.3 –5.1

金融取引純利益 6 165.7 101.9

その他営業収益 7 2.7 1.3

営業収益合計 961.6 1,013.3

一般管理費 8 -283.0 –274.7

無形資産減価償却費 18 -4.0 –0.4

有形資産減価償却費 19 -1.9 –2.9

その他営業費用 9 -4.2 –5.9

営業費用合計 -293.1 –283.9

金融資産の減損 -13.0 –

営業利益 655.5 729.4
税金費用 10 -94.2 –161.0

当期利益 561.3 568.4

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 2015年 2014年

当期利益 561.3 568.4

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 -60.2 0.8

損益計算書に振り替えられた売却可能金融資産 0.1 –6.8

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 13.2 1.3

その他包括利益 -46.9 –4.7
包括利益合計 514.4 563.7

財務書類
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損益計算書についての注釈
純利息収益
貸付けの増加にかかわらず、純利息収益は、798.5百万クローネ(前
年度：915.2百万クローネ)に減少した。かかる減少は、自己資本形
成の戦略(詳細については、38頁を参照のこと。)を変更したことに
伴い2014年9月に実施された貸付けの利ざやの縮小に起因する。
マイナス金利環境は純利息収益に重大な影響は及ぼしていない(以
下を参照のこと。)。その他の減少は、流動性準備金のうち、満期ま
での残存期間が短い債券の売却が増加したことによるものであ
る。かかる売却に関連して、当初の金利ヘッジスワップは満期まで
保有された。これにより、純利息収益は減少したが、実現益は増加
した。かかる実現益は金融取引純利益に計上される。

Stiborがマイナス金利となるという特殊な市場状況は、純利息
収益にわずかな影響しか及ぼしていない。この理由は、9月1日から
の公社の貸付けに関する一般条件の変更にあり、これがマイナス
金利の支払を可能とした。かかる変更がなければ、Stiborのマイナ
ス金利は既存のStibor連動の貸付けに関し借入れと貸付けの利ざ
やを拡大させることから、純利息収益は増加していたであろう。

金融取引純利益
金融取引純利益は165.7百万クローネ(前年度：101.9百万クローネ)
であった。124.2百万クローネ(前年度：65.4百万クローネ)の未実現
の市場価値変動に加え、37.8百万クローネ(前年度：31.5百万クロー
ネ)の自己債券の買戻しおよび金融商品の売却が利益に寄与した。
詳細については、注記6を参照のこと。

公社は、金融商品の売却に関連した損失をその他包括利益か
ら当期利益/損失に0.1百万クローネ振り替えた(前年度：6.8百万
クローネの利益を振替え)。

費用
費用は293.1百万クローネ(前年度：283.9百万クローネ)に上
り、120.5百万クローネ(前年度：110.7百万クローネ)の安定化政
策費用が含まれていた。安定化政策費用は、同費用に関する未払

費用および劣後債務を除く公社の負債および引当金を含む数値
に基づき算定される。安定化政策費用は公社の費用合計の41％(
前年度：39％)を占めた。安定化政策費用を除くと、費用は172.6
百万クローネ(前年度：173.2百万クローネ)であり、このうち人件費
が99.8百万クローネ(前年度：96.1百万クローネ)、その他の費用
が72.8百万クローネ(前年度:77.1百万クローネ)であった。

無形資産の減価償却費の増加は、従前は関連会社からのリー
スであった業務システムを公社が2015年度に購入したことに起因
する。

13.0百万クローネ(前年度：－百万クローネ)の金融資産の減損
は、スウェーデン地方不動産会社の株式の評価減に関連する。こ
の評価減は、子会社の資本を公社の株式の簿価に反映させるた
めに講じられた措置の結果である。

貸倒損失は－百万クローネ(前年度：－百万クローネ)であった。

営業利益
公社の営業利益(税引前利益)は、655.5百万クローネ(前年度：729.4
百万クローネ)であった。営業利益には124.2百万クローネ(前年
度：65.4百万クローネ)の未実現の市場価値変動が含まれている。

未実現の市場価値変動の影響を除く営業利益は、531.3百万
クローネ(前年度：664.0百万クローネ)であった。税引後利益
は、561.3百万クローネ(前年度：568.4百万クローネ)であった。

公租公課
損益計算書において認識された2015年度の税金費用は、94.2百万
クローネ(前年度：161.0百万クローネ)であった。2015年度の税金
費用には、2008年度から2013年度の税額の再査定の結果が盛り
込まれた。再査定は公社の金融商品の課税価格に影響する。再査
定は2015年秋にスウェーデン税務庁により承認され、65.5百万ク
ローネの税金関連の収益を計上した。そのうちの70.4百万クローネ
は損益計算書において認識され、-4.9百万クローネは包括利益計
算書において認識されている。その他の税金は、当期税金費用
133.2百万クローネ(前年度：161.0百万クローネ)および繰延税金の
変動31.4百万クローネ(前年度：－百万クローネ)である。 

営業利益 
百万クローネ
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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 2015年 2014年

資産
担保適格国債 11 16,839.4 15,204.1

金融機関に対する貸付金 3 699.9 4,022.1

貸付金 3, 12 254,421.7 222,803.7

債券およびその他利付証券 13 45,688.4 45,974.5

株式および出資持分 14 2.8 2.4

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 42.0 32.0

デリバティブ 3, 17, 27 22,775.6 23,848.8

無形資産 18 15.7 1.6

有形資産 19 4.6 6.0

当期税金資産 10 79.0 79.0

その他資産 17.0 14.9

繰延税金資産 10 28.1 54.6

前払費用および未収収益 11.6 7.9

資産合計 340,626.3 312,052.1

負債、引当金および資本

負債および引当金
金融機関に対する負債 3 2,303.5 4,800.6

有価証券 3 318,943.6 292,318.0

デリバティブ 3, 17, 27 11,723.1 10,628.3

その他負債 20 2,163.5 789.9

未払費用および前受収益 21 144.9 136.8

引当金 22 3.4 3.0

劣後債務 23 1,000.0 1,000.1

負債および引当金合計 336,282.0 309,676.7

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39,263,850株および20,463,850株) 3,926.4 2,046.4

 法定準備金 17.5 17.5

非制限資本
 公正価値準備金 -34.3 12.6

 繰越損失 -126.6 –269.5

 当期利益 561.3 568.4

資本合計 4,344.3 2,375.4
負債、引当金および資本合計 340,626.3 312,052.1

備忘項目
担保提供資産 24 13,307.4 21,669.2

偶発債務 なし なし

未実行の約定済貸付金 2,903.3 3,783.5

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、340,626.3百万クローネ(前年度：312,052.1百万
クローネ)に増加した。貸付金は、総額254,421.7百
万クローネ(前年度：222,803.7百万クローネ)に上っ
た。流動性準備金は63,227.7百万クローネ(前年
度：65,200.7百万クローネ)であり、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る。

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る。
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22,775.6百万ク
ローネ(前年度：23,848.8百万クローネ)および
11,723.1百万クローネ(前年度：10,628.3百万クロー
ネ)であった。

負債
公社の負債は、336 , 282 .0百 万クローネ( 前年
度：309,676.7百万クローネ)に上った。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る。

劣後債務
劣後債務は、スウェーデン地方金融協同組合により
貸し 付 けら れ た 永 久 劣 後ローン( p e r p e t u a l 
debenture loan)から成る。当該ローンは1,000.0百万
クローネ(前年度：1,000.1百万クローネ)であった。注
記23を参照のこと。

公社の総資産
十億クローネ 十億クローネ

 総資産(金額単位：左軸)

  貸付金(金額単位：左軸)
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公社の貸借対照表の構造　2015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

大部分が含まれる。2015年度

末現在、流動性準備金は期限

前償還可能な借入金を451億ク

ローネ上回った。

B.  2015年度末現在、公社の長期

借入金は、長期貸付金を564億

クローネ上回った。

資産 負債十億クローネ

デリバティブ

その他資産

長期貸付金＞年限1年

短期貸付金＜年限1年

ソブリンまたは公的機関への投資

カバード・ボンドおよび保証付投資 

銀行への投資および金融機関に対する貸付金

期限前償還可能な借入金

デリバティブ

その他負債
資本

短期借入金＜年限1年

長期借入金＞年限1年

A

B

年
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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

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 –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

2015年1月1日現在の前期繰越資本 2,046.4 17.5 12.6 -269.5 568.4 2,375.4

当期利益 561.3 561.3

その他包括利益 -46.9 -46.9

包括利益合計 -46.9 561.3 514.4

株主との取引

余剰金処分 568.4 -568.4 0.0

新株発行 1,880.0 1,880.0

グループ補助金 -545.4 -545.4

グループ補助金に関する税効果 119.9 119.9

株主との取引合計 1,880.0 142.9 -568.4 1,454.5

2015年12月31日現在の次期繰越資本 3,926.4 17.5 -34.3 -126.6 561.3 4,344.3

2014年 2015年

1) 公正価値準備金は以下で構成されている。

     - 売却可能金融資産 12.6 -34.3

財務書類
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資本変動表についての注釈
資本
2015年度末現在、公社の資本は、スウェーデン地
方金 融 協同組合 への545.4百 万クローネ( 前年
度：725.6百万クローネ)のグループ補助金の支払の
後、4,344.3百万クローネ(前年度：2,375.4百万クロ
ーネ)に上った。公社の資本の増加は主に、株式資
本の増加(1,880.0百万クローネ(前年度：650.0百万
クローネ))に起因した。株式資本の増加のうち、協
同組合の既存組合員からの出資が1,880.0百万クロ
ーネ(前年度：650.0百万クローネ)であり、協同組合
の新規組合員からの出資が－百万クローネ(前年
度：－百万クローネ)であった。

加えて、資本は「売却可能金融資産」として分類
される資産の市場価値変動により影響を受けた。

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る。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
決定を行う。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る。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
するものではない。

協同組合の2015年年次総会で、余剰金の分配に
おいて679.5百万クローネ(前年度：696.5百万クロー

ネ)の支払が承認された。支払は5月に完了した。

株式資本の強化
協同組合の年次総会では、新たな出資を行うか否
を決定する。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
る。協同組合の2015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679.5
百万クローネ(前年度：696.5百万クローネ)の新た
な出資が行われる旨が決議された。すべての組合員
が参加することを選択した。

協同組合の理事会は、新規株式資本として公社
に680.0百万クローネ(前年度：650.0百万クローネ)
を注入する旨を決議した。2015年度、協同組合の
組合員は特別出資を行う機会を有し、公社の株式
資本の1,200百万クローネ(前年度：－百万クローネ)
の強化につながった。

資本
百万クローネ
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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) 2015年 2014年

営業活動

営業利益 655.5 729.4

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 -104.4 –62.2

税金の支払 66.2 –0.7
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 617.3 666.5
利付証券の増減 7,633.6 –1,220.5

貸付金の増減 -32,734.2 –11,659.3

その他資産の増減 -29.8 2.3

その他負債の増減 2.6 12.1

営業活動からのキャッシュ・フロー -24,510.5 –12,198.9

投資活動

無形資産の取得 -18.1 –2.0

有形資産の取得 -0.5 –4.3

有形資産の処分 - –

投資活動からのキャッシュ・フロー -18.6 –6.3

財務活動

利付証券の発行 121,888.3 108,359.7

利付証券の償還および買戻し -103,395.5 –94,908.2

新株発行 1,880.0 650.0

グループ内債務の増減 834.1 –696.5

財務活動からのキャッシュ・フロー 21,206.9 13,405.0

当期のキャッシュ・フロー -3,322.2 1,199.8

期首現金および現金同等物残高 4,022.1 2,822.3

期末現金および現金同等物残高 699.9 4,022.1

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る。

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整

減価償却費 5.9 3.3

有形資産の処分による利益 - –

金融資産の増減による為替レート差額 0.9 –0.1

未実現の市場価値変動 -124.2 –65.4

金融資産の減損 13.0 –

合計 -104.4 –62.2

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 1,780.1 3,820.7

支払利息 -978.1 –2,927.5

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

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2015年12月31日に終了した年度についてのものである。
公社はその登録事務所をエーレブローに置いている。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である。

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：716453-2074)である。

年次報告書の公表については、2016年3月1日に取締役会によ
って承認された。損益計算書および貸借対照表は、2016年4月21
日の年次総会での承認を受けるものとする。

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」という。)、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
いう。)(適用あるすべての改正規則を含む。)に従って作成さ
れている。

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、Å R K Lの規 定の範囲内
で、FFFS2008:25で明示された追加規定および除外規定を
考慮の上、可能な限り従っている。

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、スウェーデン地
方金融公社を親会社、スウェーデン地方不動産会社を子会社
とする企業集団を形成している。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ある。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ない。詳細については、注記16を参
照のこと。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w w w.
kommuninvest.se上に公表されている。

新基準および改正基準ならびに解釈指針
当該年度中に導入された新基準および改正基準ならびに解
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影響を及ぼしていない。 

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
2015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る。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
点で規則を適用する。

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」に置き換わる。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
の一部である。)が見直されている。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る。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
設定される。金融負債については、IAS第39号から大きな変
更はない。最も大きな変更は、公正価値で認識される負債に
関連するものである。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る。

その他の部分はヘッジ会計に関連している。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
る。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る。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
含む。EUは基準をまだ承認していない。公社は基準につい
ての評価プロセスを開始したが、基準が公社の利益、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
ーにどのように影響を及ぼすかはまだ判断していない。

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すかについて、評
価は行われていない。

財務書類
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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る。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る。

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する。注記27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る。年次報告書は償却原価ベー
スで作成されるが、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、それらは公正価値またはヘッジ会計
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た
償却原価で測定される。詳細については、「金融商品」の項
および注記27を参照のこと。

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る。すべての金額につ
き、特に記載のない限り、百万クローネ未満は四捨五入され
ている。

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
れている。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る。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る。

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る。

子会社
子会社の持ち株は原価法に従い計上されている。

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
下で構成されている。
•  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、
計上される。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む。

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る。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る。
9月1日より、公社はマイナス金利で貸付けを行っている。か

かる利息収益のマイナスは利息費用として認識される。注記4
を参照のこと。

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
構成されている。

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る。金融取引純利益は以下で構成
されている。
•	 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る。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る。詳細については、注記27を参
照のこと。

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る。

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る。金融資産の部分につ

いても同様の処理がなされる。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る。金融負債の部分についても同様の処

理がなされる。

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る。  

注記2続き 
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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)に計上される。

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る
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る。

金融商品を最初に認識するときは、一部はその購入目的
に基づき分類されるが、IAS第39号に含まれる選択肢に基づ
く分類もされる。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る。

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る。

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る。

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

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
む。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ある。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る。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る。

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
び有価証券を含む。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、すなわち期限前償還条項付き借入金およ
び/またはインターバンクレート連動型以外の変動金利での
借入金を指す。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ある。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
い場合がある。

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
ためである。

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ある。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る。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
含んでいる。

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る。

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る。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
ている。利息も損益計算書で認識されている。

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す
る。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る。

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る。負債は償却原
価で測定されている。

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る。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
変動のリスクである。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る。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る。

非有効性は損益計算書において認識されている。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る。公社のヘッジ関係
は有効性が高いとみなされている。

注記2続き  
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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/リジョンは、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ない。その他いかなる方法によって
も存在が消滅することもない。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る。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
いる。

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する。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
なものを指している。

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
される。公社の評価において、2015年12月31日現在、評価減
は必要とされなかった。

無形資産
無形資産は、償却累計額および減損累計額を控除した原価
で計上されている。

償却費は、無形資産の見積耐用年数にわたり定額法で損
益計算書に認識されている。資産の耐用年数は少なくとも年
に1回見直される。見積耐用年数は5年である。

有形資産
有形資産は、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る。

有形資産は、減価償却累計額を控除した原価で計上され
ている。

有形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/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る。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る。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る。

減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計
上されている。公社は、設備の耐用年数を5年と算定してい

る。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
れない。

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る。

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、公社はこれにより所定の掛金額を別個の
事業体に支払うが、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
務を有しない。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
される。

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)制度である。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る。保険料は
SPP社に現行給与をベースに支払われる。

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
拠出をしている。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る。かかる保険はまた、年金債
務の担保に供されている。負債においては、年金債務は引当
金として認識されている。

これらの保険料の年間費用は注記8に記載されている。 

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
ている。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る。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る。

その他営業収益
2014年度以降、公社はスウェーデン地方金融協同組合の組
合員に対し、インターネット・ベースの債務管理サービスを提
供している。かかるサービスを利用する選択をした組合員は、
公社に年間使用料を支払う。かかる収益はその他営業収益と
して認識される。

注記2続き 
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注記2続き 

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
費用を含む。

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
のである。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、認識される。

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る。
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税効
果が認識される。

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
ない公租公課である。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る。

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
される。

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
認識している。

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
る。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る。営業活動
は主として、貸付ポートフォリオおよび流動性準備金の増減
を含む。投資活動は有形資産および無形資産への投資を含
む。財務活動は債券発行および発行済債券の償還/買戻しを
含む。公社はIAS第7号第23項の除外規定を適用しており、満
期3ヵ月未満の有価証券の発行をネット・ベースで会計処理し
ている。また財務活動は新株発行およびグループ内債務の増
減を含む。

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な
い。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る。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
いない。

財務書類
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リスク管理に関する情報については、28頁－38頁を参照のこと。

信用リスク・エクスポージャー

2015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 254,421.7 - 254,421.7 - 254,421.7

合計 254,421.7 - 254,421.7 - 254,421.7

有価証券
国債およびその他
公的機関によるもの
– AAA 11,232.1 - 11,232.1 - 11,232.1
– AA 5,607.3 - 5,607.3 - 5,607.3
その他の発行体によるもの
– AAA 37,412.5 - 37,412.5 - 37,412.5
– AA 8,356.8 - 8,356.8 80.8 8,276.0
– A 619.0 - 619.0 - 619.0
– BBB – – – – -
合計 63,227.7 - 63,227.7 80.8 63,146.9

デリバティブ
– AAA - - - - -
– AA 9,627.4 - 9,627.4 4,597.1 5,030.3
– A 8,240.0 - 8,240.0 4,133.2 4,106.8
– BBB 4,908.2 – 4,908.2 2,660.9 2,247.3
合計 22,775.6 - 22,775.6 11,391.2 11,384.4

債務
地方自治体の保証に対する
未実行の約定済貸付金 2,903.3 - 2,903.3 - 2,903.3
合計 2,903.3 - 2,903.3 - 2,903.3

信用リスク・エクスポージャー総額 343,328.3 - 343,328.3 11,472.0 331,856.3

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 7,493.9 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

注記 3 金融リスク
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2015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 254,421.7 - 254,421.7 - 254,421.7

合計 254,421.7 - 254,421.7 - 254,421.7

有価証券
国債およびその他
公的機関によるもの
– AAA 11,232.1 - 11,232.1 - 11,232.1
– AA 5,607.3 - 5,607.3 - 5,607.3
その他の発行体によるもの
– AAA 37,412.5 - 37,412.5 - 37,412.5
– AA 8,356.8 - 8,356.8 80.8 8,276.0
– A 619.0 - 619.0 - 619.0
– BBB – – – – -
合計 63,227.7 - 63,227.7 80.8 63,146.9

デリバティブ
– AAA - - - - -
– AA 9,627.4 - 9,627.4 4,597.1 5,030.3
– A 8,240.0 - 8,240.0 4,133.2 4,106.8
– BBB 4,908.2 – 4,908.2 2,660.9 2,247.3
合計 22,775.6 - 22,775.6 11,391.2 11,384.4

債務
地方自治体の保証に対する
未実行の約定済貸付金 2,903.3 - 2,903.3 - 2,903.3
合計 2,903.3 - 2,903.3 - 2,903.3

信用リスク・エクスポージャー総額 343,328.3 - 343,328.3 11,472.0 331,856.3

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 7,493.9 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

償還情報1

2015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 - 3,931.0 3,492.5 9,302.8 - - 16,726.3

金融機関に対する貸付金 - 698.0 - - - - 698.0

貸付金 - 16,391.4 68,878.7 155,166.6 15,067.7 - 255,504.4

債券およびその他利付証券 - 2,622.2 9,752.9 32,080.2 - - 44,455.3

デリバティブ - 19,187.5 137,322.8 316,704.3 37,258.7 - 510,473.3

その他資産項目 - - - - - 201.3 201.3

資産合計 - 42,830.1 219,446.9 513,253.9 52,326.4 201.3 828,058.6

負債
金融機関に対する負債 - 267.0 - 1,607.3 517.0 - 2,391.3

有価証券 - 36,597.1 65,296.2 194,233.3 22,404.5 - 318,531.1

デリバティブ - 20,171.5 132,004.9 310,097.3 37,206.4 - 499,480.1

その他負債 - - - - - 2,311.8 2,311.8

劣後債務 - - - - 1,000.0 - 1,000.0

資本 - - - - - 4,344.3 4,344.3

負債および資本合計 - 57,035.6 197,301.1 505,937.9 61,127.9 6,656.1 828,058.6
純額 - -14,205.5 22,145.8 7,316.0 -8,801.5 -6,454.8 -

未実行の約定済貸付金 2,903.3 – – – – – –

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 – – – – – –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび借入れの期間は、次回の期限前償還可能日までの期間である。

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る。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る。

注記3続き 

注記 3 金融リスク

財務書類

61スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2015年度年次報告書



償還情報
2015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

満期が
ないもの 合計

資産
担保適格国債 – 3,933.4 3,491.6 9,414.4 – – 16,839.4

金融機関に対する貸付金 – 699.9 – - - – 699.9

貸付金 – 16,440.1 68,203.1 154,670.7 15,107.8 – 254,421.7

債券およびその他利付証券 – 2,638.9 9,443.8 33,605.7 - – 45,688.4

デリバティブ – 830.2 6,689.6 14,147.2 1,108.6 – 22,775.6

その他資産項目 – – – - - 201.3 201.3

資産合計 – 24,542.5 87,828.1 211,838.0 16,216.4 201.3 340,626.3

負債
金融機関に対する負債 – 80.4 - 1,696.2 526.9 - 2,303.5

有価証券 – 29,463.0 65,575.3 201,025.9 22,879.4 - 318,943.6

デリバティブ – 2,386.7 1,463.6 6,869.1 1,003.7 - 11,723.1

その他負債 – – – - - 2,311.8 2,311.8

劣後債務 – – – - 1,000.0 - 1,000.0

資本 – – – - - 4,344.3 4,344.3

負債および資本合計 – 31,930.1 67,038.9 209,591.2 25,410.0 6,656.1 340,626.3
差異合計 – -7,387.6 20,789.2 2,246.8 -9,193.6 -6,454.8 -

未実行の約定済貸付金 2,903.3 - - - - - -

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

満期が
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 – – – – – –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび借入れの期間は、次回の期限前償還可能日までの期間である。

注記3続き 

財務書類
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注記3続き

金利固定期間、金利エクスポージャー
2015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 2,031.0 3,405.0 6,433.1 4,857.2 - – 16,726.3

金融機関に対する貸付金 698.0 - - - - – 698.0

貸付金 233.7 17,529.9 175,095.1 55,341.8 7,303.9 – 255,504.4

債券およびその他利付証券 – 650.0 26,799.4 17,005.9 - - 44,455.3

デリバティブ – 3,666.6 306,394.6 180,001.2 20,410.9 - 510,473.3

その他資産 – - - - - 201.3 201.3

資産合計 2,962.7 25,251.5 514,722.2 257,206.1 27,714.8 201.3 828,058.6

負債および資本
金融機関に対する負債 267.0 - - - 2,124.3 - 2,391.3

有価証券 5,452.2 7,210.1 160,921.3 128,070.1 16,877.4 - 318,531.1

デリバティブ 537.1 3,844.1 296,393.3 178,184.0 20,521.6 - 499,480.1

その他負債 - - - - - 2,311.8 2,311.8

劣後債務 1,000.0 - - - - - 1,000.0

資本 - - - - - 4,344.3 4,344.3

負債および資本合計 7,256.3 11,054.2 457,314.6 306,254.1 39,523.3 6,656.1 828,058.6

純額 -4,293.6 14,197.3 57,407.6 -49,048.0 -11,808.5 -6,454.8 -

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 –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび借入れの期間は、次回の期限前償還可能日までの期間である。
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為替リスク1

2015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

ノルウェー・
クローネ

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 660.1 1.6 38.2 - - - - 699.9

貸付金 252,050.7 - - - - - 2,371.0 254,421.7

利付証券 34,541.0 6,329.1 21,212.1 - - - 445.6 62,527.8

株式および出資持分 45.3 - - - - - - 45.3

デリバティブ - - - - - - 22,775.6 22,775.6

その他資産 156.0 - - - - - - 156.0

資産合計 287,453.1 6,330.7 21,250.3 - - - 25,592.2 340,626.3

負債 
金融機関に対する負債 80.4 515.3 - 1,621.2 - - 86.6 2,303.5

有価証券 145,046.5 7,108.0 137,960.7 7,582.3 5,326.2 13,859.4 2,060.5 318,943.6

デリバティブ 134,549.2 -1,292.9 -116,713.8 -9,203.6 -5,326.2 -13,859.4 23,569.8 11,723.1

劣後債務 1,000.0 - - - - - - 1,000.0

その他負債(資本を含む) 6,780.8 - - - - - -124.7 6,656.1

負債および資本合計 287,456.9 6,330.4 21,246.9 -0.1 - - 25,592.2 340,626.3

資産および負債の差異 -3.8 0.3 3.4 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) - 0.0 0.3 0.0 - - - -

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 0.0 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 0.0 1.0 0.0 – – 54.6 164.0

資産合計 253,695.2 7,930.4 22,074.1 0.0 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 0.0 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 0.0 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 0.0 0.0 0.0 28,352.2 312,052.1

資産および負債の差異 –4.0 0.4 3.4 0.0 0.1 0.1 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) – 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 – –

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る。

注記3続き

財務書類
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注記3続き

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る。公社の業務は、1986年の業務開始
以来、大幅に変化してきた。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る。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)を用いる。

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ある。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ある。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ある。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る。

約定文書は、2015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る(単位：百万クローネ)。

金融機関に対する負債 2,303.5

有価証券 318,943.6

借入金合計 321,247.1

負債(約定文書に従ったもの)
貸し出された借入金1 258,019.4

貸し出されていない借入金2 63,227.7

借入金合計 321,247.1

その他負債2 2,311.8

デリバティブ* (貸し出された借入金に関連するもの)1 2,061.7

負債/約定合計 325,620.6

資産(約定文書に従ったもの)

貸付金1　注記12参照 254,421.7

流動性準備金2　注記3、11、13参照 63,227.7

その他資産2 201.3

デリバティブ* (貸し出された借入金に関連するもの)1 1,723.0

資産合計 319,573.7

分担の基礎：

1)   公社の貸付け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る。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る。

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
に純額で認識される。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

行われる。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る。2015年12月31日
現 在 、受 領した 担 保 は11 , 3 91 . 2 百 万クロ ーネ ( 前 年
度：11,711.3百万クローネ)となり、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る。これらについては、60頁の
注記3に開示されているが、貸借対照表において減額されて
いない場合がある。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ない。

注記 4 純利息収益

利息収益 2015年 2014年

金融機関に対する貸付金の利息収益 – –

貸付金の利息収益 1,343.0 3,061.3

利付証券の利息収益 92.0 588.3

その他 3.3 1.2

合計 1,438.3 3,650.8
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 1,061.4 2,236.8
利息費用

金融機関に対する負債の利息費用 0.1 0.0

利付証券の利息費用 603.2 2,713.3

その他 30.9 22.3

マイナス金利での貸付金に係るもの 5.6 -

合計 639.8 2,735.6
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 695.01 1,646.1

純利息収益合計 798.5 915.2

公社は、すべての収益および費用は公社がその登録事務所を置く国であるスウェーデンに帰属する
ものとしている。

1)  借入れにつき金融ヘッジを行うデリバティブからの利息は利息費用として認識される。デリバテ
ィブ契約により、利息は支払サイドにおいて受け取られるため、現行の利息状況では、多くの場
合、公社は借入れとそのヘッジにより利息を得ていることになる。これによって、公正価値で測定
される金融項目の利息費用合計がプラスになっている。

注記 5 支払手数料

2015年 2014年

代理人支払手数料 1.0 1.9

有価証券仲介手数料 4.1 2.7

その他手数料 0.2 0.5

合計 5.3 5.1

注記 6 金融取引純利益

2015年 2014年

実現利益

－自己債券の買戻し -36.8 0.2

－利付証券 74.6 31.3

－その他金融商品 4.6 4.9

未実現の市場価値変動 124.2 65.4

為替レートの変動 -0.9 0.1

合計 165.7 101.9

公社は、すべての収益および費用は公社がその登録事務所を置く国であるスウェーデンに帰

属するものとしている。
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注記6続き

測定分類別の
純利益/損失 2015年 2014年
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 -1,379.7 2,408.9

売買目的保有(資産) -370.3 –114.8

貸付金および債権 6.5 0.0
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 1,891.7 –1,228.4

売買目的保有(負債) 26.8 –1,019.0
売却可能金融資産の
キャピタル・ゲイン/ロス -0.1 6.8
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 -731.7 1,847.0
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 723.4 –1,798.7

為替レートの変動 -0.9 0.1

合計 165.7 101.9

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 -60.1 –6.0

注記 7 その他営業収益

2015年 2014年

有形資産の処分による
キャピタル・ゲイン - 0.1

その他営業収益 2.7 1.2

合計 2.7 1.3
公社は、すべての収益は公社がその登録事務所を置く国であるスウェーデンに帰属するもの
としている。

注記 8 一般管理費

人件費(単位：千クローネ) 2015年 2014年

– 給与および報酬 60,449 56,508

– 社会保障費用 18,847 17,460

– 年金費用 10,727 10,341

– 年金費用に係る特別給与税 2,760 2,495

– 教育/研修費 3,335 3,147

– その他人件費 3,690 6,127

人件費合計 99,808 96,078
その他一般管理費

– 出張旅費 4,260 5,170

– IT費用 17,655 14,391

– コンサルタント費用 11,815 20,857

– 臨時/契約雇用者費用 2,817 3,130

– 格付費用 1,303 1,793

– 市場情報 7,024 5,615

– 賃借料およびその他施設管理費用 3,661 3,283

– 年次報告書および中間報告書 1,315 1,226

– 安定化政策費用 120,462 110,727

– その他の費用 12,757 12,408

その他一般管理費合計 183,069 178,600
合計 282,877 274,678

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る。2015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なかった。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なかった。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なかった。

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
いる。2015年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給とし
て3,038,000クローネ(前年度：2,775,000クローネ)を受け取った。
変動報酬は支払われなかった。社長兼最高経営責任者に対する年
金費用は766,000クローネ(前年度：826,000クローネ)であり、これ
らは保険契約を通じてカバーされている。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ある。当該債務には遺族の
保護が含まれる。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ない。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るが、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る。

業務執行副社長に対する報酬は、取締役会により決定されてい
る。2015年度について、業務執行副社長は、基本給として1,993,000
クローネ(前年度：1,871,000クローネ)を受け取った。変動報酬は支
払われなかった。業務執行副社長に対する年金費用は344,000クロ
ーネ(前年度：546,000クローネ)であり、これらは保険契約を通じて
カバーされている。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るが、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る。 

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む。他の上級役員
は、2015年度末現在、4名(前年度：4名)(うち女性3名(前年度：2
名)および男性1名(前年度：2名))で構成されていた。当該年度
中、2名(前年度：0名)(うち男性2名(前年度：0名))が執行役員グルー
プを離れた一方で、新たに2名(前年度：0名)(うち女性1名(前年度：0
名))が同グループに加わった。執行役員グループの他の上級役員に
対する報酬は、取締役会により決定されている。2015年度中、執行
役員グループのメンバーである上級役員に対する報酬の合計額は
3,792,000クローネ(前年度：4,143,000クローネ)であった。年金費
用は保険契約を通じてカバーされている。9月に公社に加わった上
級役員のうちの1名は、報酬を公社からの給与という形で受け取っ
ていないが、コンサルタントとして参画している。

2015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う。

取締役会に対する報酬
2015年度末現在、取締役会は7名(前年度：8名)の取締役で構成さ
れ、うち3名が女性(前年度：4名)であった。エレン・ブラムネス・アル
ヴィドソンが取締役会会長である。
2015年年次総会まで、取締役会に対する報酬は取締役会会長に
対する400,000クローネの固定報酬で構成されていた。他の取締
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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る。従業員代表には報酬は支払われ
なかった。2015年年次総会を受けて、取締役会に対する報酬は
取締役会会長に対する550,000クローネの固定報酬で構成され
ている。その他の取締役に対しては300,000クローネの固定報酬
が支払われた。従業員代表には報酬は支払われなかった。

公社は、取締役会については、年金債務または特定の通知条
件のいずれも有していない。

年次総会で決定された報酬
(単位：千クローネ) 2015年 2014年

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 550 400

アンナ・フォン・クノーリング 300 200

クート・エリアソン 300 185

ヨハン・トーングレン 300 210

エリック・ラングビー 300 -

アンナ・サンドボリィ 300 205

カタリーナ・ラーゲルスタム(2015年4月まで) – 205

ローレンツ・アンダーション(2015年4月まで) – 210

アンダーシュ・ペランダー(従業員代表) – –

合計 2,050 1,615

給与および報酬

2015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 1,895 – - - – 1,895

社長兼最高経営責任者 3,038 – 91 766 – 3,895

業務執行副社長 1,993 – - 344 – 2,337

その他の経営役員 3,792 – 14 1,144 – 4,950

その他の従業員 49,731 – - 8,473 – 58,204

合計 60,449 – 105 10,727 – 71,281

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

従業員数(平均) 2015年 2014年

年度中の従業員数
(平均) 78 74

– うち女性 31 31

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 2015年 2014年

監査業務 893 1,811

その他の監査業務 2,069 1,844

税務コンサルタント業務 303 414

その他の業務 223 2,312

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
援をいう。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う。
その他の業務とは、上記のいずれにも属さないものをいう。

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 2015年 2014年

解約不能リース支払額は以下のとおりである。 - -

1年以下 4,044 3,899

1年超5年以下 9,630 7,420

合計 13,674 11,319

2015年度中のオペレーティング・リース費用は4,630,000クロー
ネ(前年度：4,264,000クローネ)であった。当該費用の大半は公
社の施設の賃借料である。

注記 9 その他営業費用

2015年 2014年

保険費用 0.6 0.7

通信・情報 3.4 5.0

その他営業費用 0.2 0.2

合計 4.2 5.9

注記8続き
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注記 10 公租公課

損益計算書において認識されるもの 2015年 2014年

当期税金費用 133.2 161.0
一時差異に係る
繰延税金費用(+)/収益(-) 31.4 –

過年度税額の調整 -70.4

認識税金費用合計 94.2 161.0

実効税額の調整 2015年、 ％ 2015年 2014年、 ％ 2014年

税引前利益/損失 655.5 729.4

実勢税率による税額 22.0% 144.2 22.0% 160.5

非控除費用 0.5% 3.1 0.1% 0.5

潜在税の変動 4.8% 31.4 - -

税繰越欠損金の利用 -2.2% -14.1 - -

過年度税額 -10.7% -70.4 - -

認識実効税額 14.4% 94.2 22.1% 161.0

その他包括利益に起因する
税金費用 2015年 2014年

売却可能金融資産 -13.2 –1.3

その他包括利益合計 -13.2 –1.3

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る。

繰延税金資産
2015年 2014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 28.1 59.5

–  うち、その他包括利益において認識されるもの - –4.9

税金資産/税金負債、純額 28.1 54.6

資本に対して直接計上される税金項目 2015年 2014年

グループ補助金の支払に対する当期税額 119.9 159.7

資本に対して直接計上される総計額 119.9 159.7

注記 11 担保適格国債

2015年 2014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

– スウェーデン中央銀行 10,101.9 10,127.7 10,127.7 10,449.8 10,491.9 10,491.9

– スウェーデンの地方自治体 4,287.6 4,271.2 4,271.2 2,470.9 2,477.8 2,477.8

– 外国政府 2,408.7 2,440.5 2,440.5 2,188.3 2,234.4 2,234.4

合計 16,798.2 16,839.4 16,839.4 15,109.0 15,204.1 15,204.1

額面金額を上回る簿価から生じる
プラスの差額 144.8 162.0
額面金額を下回る簿価から生じる
マイナスの差額 -18.1 –8.5

合計 126.7 153.5
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注記 12 貸付金

2015年 2014年
購入価額 公正価値 認識値 購入価額 公正価値 認識値 

貸付金 

– コミューンおよび 
ランスティング/リジョン 106,329.6 107,656.2 107,685.6 91,091.3 93,576.8 93,017.4

– 地方自治体が保証する
住宅供給会社 90,260.8 91,053.1 91,069.7 78,482.7 79,883.8 79,727.8

– 地方自治体が保証する
その他の関係会社 54,784.5 55,672.4 55,666.4 48,842.3 50,235.9 50,058.4

合計 251,374.9 254,381.7 254,421.7 218,416.3 223,696.5 222,803.6

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
金をいう。公社の評価において、2015年12月31日現在、評価減は必要とされなかった。

注記 13 債券およびその他利付証券

2015年 2014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 20,448.3 20,497.7 20,497.7 17,123.2 17,614.5 17,614.5

- その他のスウェーデンの発行体 903.1 403.3 403.3 845.4 870.5 870.5

- その他の海外の発行体 24,834.4 24,787.4 24,787.4 27,320.9 27,489.5 27,489.5

合計 46,185.8 45,688.4 45,688.4 45,289.5 45,974.5 45,974.5

うち、 

- 取引所上場有価証券 45,688.4 45,626.4

- 非上場有価証券 - 348.1

額面金額を上回る簿価から生じる
プラスの差額 1,798.6 2,035.6
額面金額を下回る簿価から生じる
マイナスの差額 -522.3 –21.7

合計 1,276.3 2,013.9

注記 14 株式および出資持分

2015年 2014年

養老保険 2.8 2.4

株式および出資持分合計 2.8 2.4

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

2015年 2014年

株式数：500株 0.5 0.5

合計 0.5 0.5

2015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4.4百万クローネ(前年度：9.3百万クローネ)、資本は4.0百
万クローネ(前年度：3.9百万クローネ)であり、また利益が0.1百万クロー
ネ(前年度：2.0百万クローネ)であった。アドミニストラティヴ・ソリュー
ションズNLGFA社は、2015年4月29日付の決定に従い、任意清算の手
続きに入っている。清算は現在手続きが進行中であり、2016年に完了
予定である。

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
2015年 2014年

株式数：1,000株 42.0 32.0

合計 42.0 32.0

2015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
56.1百万クローネ(前年度：54.9百万クローネ)、資本は42.9百万クロ
ーネ(前年度：19.1百万クローネ)であり、また利益が-0.7百万クローネ
(前年度：-0.4百万クローネ)であった。

2015年度中、スウェーデン地方金融公社はスウェーデン地方不
動産会社に対して23百万クローネの株主出資を行った。2015年度
中、スウェーデン地方金融公社が保有するスウェーデン地方不動産

会社株式につき13百万クローネの減損が生じた。
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注記 17 デリバティブ

2015年 2014年
公正価値で

測定される資産
公正価値で

測定される負債 額面金額
公正価値で

測定される資産
公正価値で

測定される負債 額面金額

ヘッジ会計において利用されないデリバティブ

金利関連 578.4 4,105.7 258,591.4 677.1 4,721.5 244,949.1

通貨関連 14,925.3 5,438.7 161,349.8 16,181.9 4,220.1 153,715.3

その他1 289.0 783.5 4,314.1 587.2 85.2 4,281.5

合計 15,792.7 10,327.9 424,255.3 17,446.2 9,026.8 402,945.9

ヘッジ会計において利用されるデリバティブ

金利関連 6,300.4 936.8 156,858.8 5,325.7 923.1 111,965.2

通貨関連 682.5 458.4 6,170.6 1,076.9 678.3 14,542.0

合計 6,982.9 1,395.2 163,029.4 6,402.6 1,601.4 126,507.2

1)     リターンが株式、通貨等に連動するデリバティブ。デリバティブの受取サイドは、対応する借入れのすべてのリスクを反映およびヘッジすることを企図されているため、これらのデリバティブと完全にマッチ
ングする借入れが存在する。

注記 18 無形資産

2015年 2014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 2.0 –

当期の投資 18.1 2.0

処分 - –

次期繰越取得価額 20.1 2.0
減価償却費

期首残高、減価償却 -0.4 –

当期の減価償却費 -4.0 –0.4

処分 –

次期繰越減価償却費 -4.4 –0.4
期末現在の見積り
残存価値 15.7 1.6

無形資産は、2つの業務システムを指す。

注記 19 有形資産

2015年 2014年

取得価額

前期繰越取得価額 23.6 19.3

当期の投資 0.5 4.3

処分 - –

次期繰越取得価額 24.1 23.6

減価償却費

期首残高、減価償却 -17.6 –14.7

当期の減価償却費 -1.9 –2.9

処分 - –

次期繰越減価償却費 -19.5 –17.6
期末現在の見積り
残存価値 4.6 6.0

有形資産は、主として4.0百万クローネ(前年度：5.4百万クローネ)
のI T 設備および 事務所 設備ならびに0.6百 万クローネ(前年
度：0.6百万クローネ)の美術品を含む。

注記 20 その他負債

2015年 2014年

親団体に対する負債 2,149.7 770.1

その他負債 13.8 19.8

合計 2,163.5 789.9

親団体に対する負債は、協同組合のために公社が管理する新規株
式資本として公社に移転される予定の組合員の出資に関連する。

注記 21  未払費用および  
前受収益

2015年 2014年

未払安定化政策費用 120.5 111.1

その他未払費用 24.4 25.7

合計 144.9 136.8

注記 22   年金および類似の  
債務に対する引当金

2015年 2014年

年金債務に対する引当金 3.4 3.0

合計 3.4 3.0
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注記 23 劣後債務
認識値

通貨 額面金額 利率(％) 期日 2015年 2014年

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

合計 1,000.0 1,000.0 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る。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る。2015年度の利息費用は
合計16.2百万クローネ(前年度：24.7百万クローネ)であった。

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る。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ない。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ない。

注記 24 担保提供資産

2015年 2014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 1,601.4 5,399.1

–  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 579.6 501.8

– スウェーデンのカバード・ボンド 11,123.6 15,765.9

年金債務のための養老保険 2.8 2.4

担保提供資産合計 13,307.4 21,669.2

担保に係る負債および引当金の認識値は3.5百万クローネ(前年
度：3.0百万クローネ)であった。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た。これ
は、RIXを通じた短期の流動性管理の条件でもある。

注記 25 関連当事者

密接な関係 
公社は、スウェーデン地方金融協同組合(親団体)、スウェーデン地方不動産会社(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)と密接な関係にある。

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 2015年 2,773 - -16,151 337 3,149,697

2014年 1,723 – –24,687 420 1,770,243

スウェーデン地方不動産会社 2015年 178 2,731 - 10,135 10

2014年 1,153 2,442 – 10,000 –

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2015年 22 4,698 -1 - -

2014年 43 6,189 17 2,000 571

取引の大半は、事務所スペースおよびITシステムの賃借に関連する。協同組合に対する負債は、10億クローネの劣後ローンおよび協同組合
のために公社が管理する新規株式資本として公社に移転される予定の組合員の出資に関連する。

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を参照のこと。

注記 26 貸借対照表日後の後発事象

2016年3月1日、スウェーデン地方金融公社の取締役会は、スウェー
デン地方金融公社の株式に関して、スウェーデン地方金融協同組
合に対して株主割当を行うことを決議した。当該株主割当は、1株当
り100クローネ、発行株数14,906,740株、発行総額1,490,674,000
クローネ、決済日は遅くとも2016年4月30日である。
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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
付金から成る。

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る。

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る。

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
基づき決定される。

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る。

レベル3： 価値は、内部および外部の見積り要素が大きい観察
不能な市場データに基づき決定される。

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
る。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る。使用された測定手法は、割引キャッシュ・

注記 27 金融資産および金融負債

2015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 12,568.2 - - - 4,271.2 - - - - 16,839.4 16,839.4

金融機関に対する貸付金 - - 699.9 - - - - - - 699.9 699.9

貸付金 63,452.5 - 190,969.2 - - - - - - 254,421.7 254,381.7
債券および
その他利付証券 35,204.1 - - - 10,484.3 - - - - 45,688.4 45,688.4

デリバティブ - 15,792.7 - - - - - - 6,982.9 22,775.6 22,775.6

その他資産 - - 4.6 - - - - - - 4.6 4.6

合計 111,224.8 15,792.7 191,673.7 - 14,755.5 - - - 6,982.9 340,429.6 340,389.6
金融機関に対する負債 - - - - - 2,223.1 - 80.4 - 2,303.5 2,303.5

有価証券 - - - - - 151,133.4 - 167,810.2 - 318,943.6 319,414.5

デリバティブ - - - - - - 10,328.0 - 1,395.1 11,723.1 11,723.1

その他負債 - - - - - - - 2,154.9 - 2,154.9 2,154.9

劣後債務 - - - - - - - 1,000.0 - 1,000.0 999.9

合計 - - - - - 153,356.5 10,328.0 171,045.5 1,395.1 336,125.1 336,595.9

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
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注記 27 金融資産および金融負債

2015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 12,568.2 - - - 4,271.2 - - - - 16,839.4 16,839.4

金融機関に対する貸付金 - - 699.9 - - - - - - 699.9 699.9

貸付金 63,452.5 - 190,969.2 - - - - - - 254,421.7 254,381.7
債券および
その他利付証券 35,204.1 - - - 10,484.3 - - - - 45,688.4 45,688.4

デリバティブ - 15,792.7 - - - - - - 6,982.9 22,775.6 22,775.6

その他資産 - - 4.6 - - - - - - 4.6 4.6

合計 111,224.8 15,792.7 191,673.7 - 14,755.5 - - - 6,982.9 340,429.6 340,389.6
金融機関に対する負債 - - - - - 2,223.1 - 80.4 - 2,303.5 2,303.5

有価証券 - - - - - 151,133.4 - 167,810.2 - 318,943.6 319,414.5

デリバティブ - - - - - - 10,328.0 - 1,395.1 11,723.1 11,723.1

その他負債 - - - - - - - 2,154.9 - 2,154.9 2,154.9

劣後債務 - - - - - - - 1,000.0 - 1,000.0 999.9

合計 - - - - - 153,356.5 10,328.0 171,045.5 1,395.1 336,125.1 336,595.9

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

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
る。インプットデータの要素が市場または公社の見積りにおいて
観察不能であるが、評価に重大な影響を有する金融商品は、評価
レベル3に分類されている。

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ある。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貸付
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
も同様となる。

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に分類される。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ある。
調整の範囲は、発行体自身および同等の信用リスクを有するとみ
なされる発行体が発行した数多くの有価証券の相場価格に基づ
き決定される。これらの投資はレベル2に分類される。
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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に分類される。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
る。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
依存する資金調達はレベル3に分類される。その他の場合は、レベ
ル2に分類される。

組合員の保証の引受けは借入れの評価に影響し、かかる保証の
引受けは、市場参加者により考慮されるため、相場価格および現
行の資金調達マージンに影響する。レベルの変更は、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減
らすこととなるような組合員の保証の引受けについての大幅な変更
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
のとみなされる。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る。

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に従い評価される。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
のである。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に分類される。その他
の場合は、レベル2に分類される。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
されるスワップである。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る。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る。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る。

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
なっている。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る。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
で構成される。

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る。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る。また評価分布曲線は、現在の
借入れと貸付けのマージンにより決定され、貸付マージンの増加
は、既存事業の価値が低下した際には未実現の損失をもたらす。
公社は、スワップ・レートに対してはわずかなエクスポージャーの
みを有している。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ある。

公正価値で認識される債権における貸付マージンがスワップ・レ
ートに関して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143百万クローネ(前年度：マイナス151百万クローネ)
の変動をもたらすことになる。公正価値で認識される負債におけ
る借入コストがスワップ・レートに関して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309百万クローネ(前年
度：プラス297百万クローネ)の変動をもたらすことになる。借入れ
と貸付けのマージンがスワップ・レートに関して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+/-166百万クロー
ネ(前年度：+/-146百万クローネ)の変動をもたらすことになる。

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
+/-13百万クローネ(前年度：+/-12百万クローネ)の変動をもたらす
ことになる。

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
果を控除している。資本に対する影響は税効果に関連したもので
ある。

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、
かかる価値は通常実現しない。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ある。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る。 

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、市場データとボラテ
ィリティの相関で構成されており、これは観察可能な市場データよ
りも長い年限にわたる。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ある。デ
リバティブの受取サイドは常に発行済有価証券の保証で、支払サイ
ドは銀行間金利+/-固定マージンで構成されている。

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る。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
による。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予想残存期間にどのような影
響を与えるかに帰因する。

公社は、残存期間を2.1年と概算するが、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1.6年から2.6年までになると見積もっている。利
益については-0.6百万クローネから+2.0百万クローネまでの幅で
影響を受ける可能性がある。

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
される。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
任を負う。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う。
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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

2015年 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計

担保適格国債 12,568.2 4,271.2 – 16,839.4

貸付金 – 63,452.5 – 63,452.5

債券およびその他利付証券 38,711.4 6,977.0 – 45,688.4

デリバティブ 0.4 22,479.0 296.2 22,775.6

合計 51,280.0 97,179.7 296.2 148,755.9
金融機関に対する負債 – 2,223.1 – 2,223.1

有価証券 – 147,219.7 3,913.7 151,133.4

デリバティブ 2.6 10,245.8 1,474.7 11,723.1

合計 2.6 159,688.6 5,388.4 165,079.6

公社は、公正価値で測定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す。上記「公正価値の測定」の項を参照のこと。2015年度におい

て、100.8百万クローネがレベル2からレベル1に振り替えられた。振替は、2015年12月31日付でなされたものとみなされる。

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、公正価値で測定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す。上記「公正価値の測定」の項を参照のこと。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る。

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

している。レベル3における評価の変動は、年間を通して継続的にフォローアップされる。

債券および
利付証券

デリバティブ
資産

デリバティブ
資産 

金融機関に
対する負債

  
有価証券 合計

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 – – – – –6,860.4 –6,860.4

当期中の満期到来 – – – – 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

期首残高 2015年1月1日現在 – 479.5 -844.9 -205.1 -9,516.1 -10,086.6
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) – -183.3 -629.8 0.4 797.5 -15.2

費用、取得 – – – – -2,430.9 -2,430.9

当期中の満期到来 – – – 204.7 7,235.8 7,440.5

期末残高 2015年12月31日現在 – 296.2 -1,474.7 – -3,913.7 -5,092.2
2015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) _ 1.7 -822.6 – 821.1 0.2

レベル3の金融商品は取引ベースでヘッジされ、またデリバティブとの組合わせで行われる各借入れは、レベル2として扱われるため、価値の変動は同じ方法で分析される。

注記27続き

財務書類

75スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2015年度年次報告書



貸借対照表において公正価値で測定されない金融商品

2015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 - 699.9 - 699.9 699.9

貸付金 - 190,929.2 - 190,929.2 190,969.2

その他資産 - 4.6 - 4.6 4.6

合計 - 191,633.7 - 191,633.7 191,673.7
金融機関に対する負債 - 80.4 - 80.4 80.4

有価証券 143,236.1 25,045.0 - 168,281.1 167,810.2

その他負債 - 2,154.9 - 2,154.9 2,154.9

劣後債務 - 999.9 - 999.9 1,000.0

合計 143,236.1 28,280.2 - 171,516.3 171,045.5

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

注記 28 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
管理手段を用いる。公社のデリバティブはいわゆるOTC(店頭)デ
リバティブであり、取引所において取引されないが、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
約に基づき行われる。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る。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
められている。

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る。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
の取引が終了される。

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ない。

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

2015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 22,775.6 -9,661.4 -11,391.2 - 1,723.0

レポ2 80.9 - -80.8 - 0.1

負債
デリバティブ -11,723.1 9,661.4 - - -2,061.7

合計 11,133.4 0.0 -11,472.0 - -338.6

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 0.0 –15,663.4 – 1,509.2

1) 貸借対照表上に表示された金額からの相殺はない。

2) レポは金融機関に対する貸付金に含まれる。
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注記 29 自己資本比率

2014年1月1日以降、自己資本比率はCRR(資本要件規則)1に従い
計算されている。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)に関連するものである。CRD 
IV(資本要件指令IV)2に基づき導入される資本バッファーは、まず
スウェーデンの法律において実施が義務づけられ、資本バッファ
ーに関する法律(2014:966)を通して実施された。2015年9月13日
付で、公社に対しては、スウェーデン金融監督局が設定した1％の
カウンターシクリカル・バッファーとともに、2.5％の資本保全バッ
ファーのみが適用されている。公社は、システミック・リスク・バッ
ファーの適用対象とはなっておらず、またシステム上重要な機関
と指定されてもいない。公社の評価によれば、すべてのバッファー
要件を満たす見込みである。

2015年
12月31日現在 

2014年
12月31日現在 

貸借対照表上の資本 4,344.3 2,375.4

控除：登録予定の株式資本3 -1,200.0 –

控除：売却可能金融資産4 - –16.2

控除：慎重な価値評価に係る調整5 -63.5 –9.7

控除：分配されない利益6 -149.1 –3.8

コアTier1資本合計 2,931.7 2,345.7

Tier1資本合計 2,931.7 2,345.7

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 3,931.7 3,345.7

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)  公社の株式資本の増加分は、2015年12月23日付でスウェーデン会社登録局に登録され
た。CRRにより、公社は株式資本の増加分を、スウェーデン金融監督局からの承認が得ら
れる前にコアTier1資本として分類することができない。2016年1月18日に、スウェーデン
金融監督局に対して、かかる株式資本の増加分をコアTier1資本として分類することへの承
認を求める申請書を提出した。

4) スウェーデン金融監督局の規則(2014:12)により、2015年1月1日より、売却可能資産に分類
される資産に係る未実現利益は、自己資本から除くことができない。

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できない当期利益
をいう。

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る。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る。

2015年12月31日現在 2014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) 2,985.8 238.9 3,339.6 267.2

  うち、 
     国および中央銀行に対する

エクスポージャー 70.2 5.6 136.5 10.9

  金融機関に対するエクスポ
ージャー 777.9 62.2 1,179.5 94.4

  事業法人に対するエクスポ
ージャー 87.9 7.0 63.0 5.0 

  カバード・ボンドの形態での
エクスポージャー 2,049.8 164.0 1,960.6 156.8 

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) 1,573.0 125.8 1,337.3  107.0 
市場リスクに対する
所要自己資本 - - – –
信用評価調整に対する
所要自己資本 2,020.1 161.6 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 6,578.9 526.4 6,784.9 542.8

自己資本比率
2015年

12月31日現在
2014年

12月31日現在

コアTier1資本比率 44.6% 34.6%

Tier1資本比率 44.6% 34.6%

総自己資本比率 59.8% 49.3%

所要バッファー

資本保全バッファー 2.5% 2.5%

カウンターシクリカル・バッファー 0.8% -

所要バッファー合計 3.3% 2.5%
バッファーとして使用可能な
コアTier1資本 38.6% 28.6%

注記 30 レバレッジ比率

Tier1資本と資産・約定のエクスポージャー総額の比率として定義さ
れる。貸付ポートフォリオおよび流動性準備金について、エクスポー
ジャーは、認識値と同額である。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個々のネッ
ティング契約におけるエクスポージャーを合算することにより算定
される。EUの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る。オフバ
ランスシートの項目の約定もまた、エクスポージャー額に帰するもの
であり、エクスポージャー額は約定が決済される可能性に基づく。
2015年12月31日現在

総資産 340,626.3

控除：貸借対照表上のデリバティブ -22,775.6

加算：デリバティブ・エクスポージャー 13,114.2

加算：デリバティブのリスクに係る潜在的変動 4,892.0

加算：オフバランスシートの約定 2,903.3

エクスポージャー額合計 338,760.2

Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの)
(注記29参照)

2,931.7

レバレッジ比率 0.87%

公社において、これには未実行の約定済貸付金を含む。レバレッ
ジ比率に関する資本計画については38頁を参照のこと。
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5年間の要約
重要な指標(2011年－2015年)(単位：百万クローネ) 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

成長性
貸付金(変動率：％) 14.2 6.8 3.8 20.0 25.7

純利息収益(変動率：％) -12.8 –5.6 25.6 35.0 32.5

連結
コアTier1資本比率(％) 44.6 34.6 37.0 15.2 22.9

Tier1資本比率(％) 44.6 34.6 37.0 15.2 22.9

総自己資本比率(％) 59.8 49.3 59.5 30.4 45.7

レバレッジ比率(CRRに基づく場合)(％) 0.87 0.76 0.57 0.33 該当なし

レバレッジ比率(劣後ローンを含む場合)(％) 1.16 1.09 0.91 0.65 該当なし

効率性
貸付金に対する管理費用の比率(％)1 0.115 0.127 0.117 0.125 0.143
貸付金に対する管理費用
(安定化政策費用を除く)の比率(％)1 0.068 0.078 0.070 0.075 0.093

総資産に対する管理費用の比率(％)1 0.086 0.091 0.088 0.089 0.103
総資産に対する管理費用
(安定化政策費用を除く)の比率(％)1 0.051 0.055 0.053 0.053 0.067
貸付金/従業員
(単位：百万クローネ) 2,993.2 2,893.6 2,980.6 3,091.5 2,848.7

貸付金/従業員の変動率(％) 3.4 –2.9 –3.6 8.5 12.9

総資産利益率(％) 0.165 0.182 0.213 0.113 0.128

資本利益率
税引後営業利益対
平均資本(％) 15.22 27.73 44.09 20.20 32.28

費用/収益比率
(純利息収益＋その他営業収益)
対総管理費用 0.37 0.31 0.25 0.32 0.42

その他の情報
従業員数(年度末現在) 85 77 70 65 59

 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く。 
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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) 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

純利息収益 798.5 915.2 969.5 771.7 572.6

支払手数料 -5.3 –5.1 –5.6 –8.5 –8.6

金融取引純利益 165.7 101.9 38.7 –267.1 72.1

その他営業収益 2.7 1.3 0.2 4.6 0.1

営業収益合計 961.6 1,013.3 1,002.8 500.7 636.2

一般管理費 -283.0 –274.7 –239.3 –244.0 –230.0

減価償却費 -5.9 –3.3 –2.4 –2.7 –2.5

その他営業費用 -4.2 –5.9 –3.5 –5.0 –7.6

営業費用合計 -293.1 –283.9 –245.2 –251.7 –240.1

金融資産の減損 -13.0 – – – –

営業利益 655.5 729.4 757.6 249.1 396.1
処分(純額) - – – 204.0 13.9

公租公課 -94.2 –161.0 –166.9 –132.5 –109.4

当期利益 561.3 568.4 590.7 320.6 300.6

貸借対照表要約(12月31日現在)(単位：百万クローネ) 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

担保適格国債 16,839.4 15,204.1 14,626.2 11,160.8 10,841.7

金融機関に対する貸付金 699.9 4,022.1 2,822.2 15,618.6 1,734.5

貸付金 254,421.7 222,803.7 208,644.0 200,950.7 168,070.5

債券およびその他利付証券 45,688.4 45,974.5 44,932.9 44,293.7 39,518.7

株式および出資持分 44.8 34.4 34.1 33.7 1.3

関連会社株式 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

デリバティブ 22,775.6 23,848.8 6,235.8 11,057.4 13,687.2

有形資産 4.6 6.0 4.6 5.6 6.7

無形資産 15.7 1.6 – – –

その他資産 124.1 148.5 147.8 149.9 148.3

前払費用および未収収益 11.6 7.9 10.6 12.7 19.0

資産合計 340,626.3 312,052.1 277,458.7 283,283.6 234,028.4

金融機関に対する負債 2,303.5 4,800.6 4,352.0 5,610.4 4,149.4

有価証券 318,943.6 292,318.0 256,258.7 257,257.3 218,037.4

デリバティブ 11,723.1 10,628.3 13,231.8 17,517.2 9,354.5

その他負債 2,163.5 789.9 764.6 818.4 455.4

未払費用および前受収益 144.9 136.8 121.4 125.2 111.5

年金および類似の債務に対する引当金 3.4 3.0 2.5 2.1 1.6

劣後債務 1,000.0 1,000.1 1,000.1 1,000.3 1,000.2

負債および引当金合計 336,282.0 309,676.7 275,731.1 282,330.9 233,110.0

非課税準備金 – – – – 204.0

資本 4,344.3 2,375.4 1,727.6 952.7 714.4

負債、引当金および資本合計 340,626.3 312,052.1 277,458.7 283,283.6 234,028.4
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署名
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する。

ストックホルム、2016年3月1日

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン
取締役会会長

 クート・エリアソン アンナ・フォン・クノーリング エリック・ラングビー
 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2016年3月8日に提出された。

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：556281-4409)
年次株主総会　御中

年次計算書類に関する報告
我々は、2015年度のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の年次
報告につき監査した。公社の年次報告は本書の17頁、19頁、21
頁-80頁に掲載されている。

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う。

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ある。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
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る。

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る。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
る。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する
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
が目的ではない。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の情報の全般的な表示を評価することも
含まれる。

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る。

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、2015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る。コーポレート・ガバナンス報告書
が作成されている。取締役会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る。

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する。

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、2015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う。
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う。

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
表明することである。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る。

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する。

ストックホルム、2016年3月8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
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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2015年度の業務を精査した。

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法規則を遵守した業務執行
について責任を負っている。我々の責務は、業務運営および内部統制を精査し、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ある。

我々のレビューは、会社法および業務に適用のある規則に従い行われた。
当該レビューは、その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行われた。我々は、継

続的に決議に関する書類および会議の議事録を受領し、経営陣、取締役会および公認会計士/公認監査人
と討議/情報交換を行っている。レビューの過程において、業務の管理、コントロールおよび監視をさらに改
善するため、我々は継続的に意見を提供している。

諸般の事情を考慮した上で、我々は、公社の業務が目的を有しかつ財務的な観点から満足できる形で行
われ、公社の内部統制が十分であったと考える。

エーレブロー、2016年3月1日

 ニクラス・ショーベリィ  アニタ・ボーマン
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スウェーデン地方金融公社

郵送先: P.O.Box 124, SE-701 42 Örebro, Sweden. 所在地: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.

電話: +46 (0)10-470 87 00. ファクシミリ:+46 (0)19-12 11 98. 電子メール: 名.氏@kommuninvest.se

ホームページ: www.kommuninvest.org
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