
2016
 年次報告書

スウェーデン地方金融公社



AAA

基本的な理念
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。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。 

公社のビジョン
有益かつ持続可能な社会のために、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。

1986年設立 
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。

明確な役割分担による組織
Kommuninvestは、2つの組織からなる。信用専門会社
であるスウェーデン地方金融公社(公社)および組合組
織であるスウェーデン地方金融協同組合(協同組合)で
ある。

スウェーデン地方金融協同組合
•  組合員および連帯保証の運営を行っている。
•  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。

スウェーデン地方金融公社
•  借入れ、流動性管理および貸付けを含む金融業務を

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。

275 + 11
公社は、275のコミューンおよび11のランスティング/

リジョンにより所有されている。

2,770億クローネ
2016年度末現在、公社の貸付総額は

2,770億クローネに上った。

Green Loans

グリーン融資
グリーン融資の開始は、公
社にとって重要なステップ
である。2016年度におい
て、承認されたグリーン融
資の額は、50億クローネ
から180億クローネに増加
した。

 
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。

より有利な貸付条件を得るための協力
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。 

スウェーデン地方金融公社・年次報告書については、21－86頁に記載されている。1-19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／またはスウェーデン地方金融公社をいう。21頁以降は、別段の記載のない限りスウェーデン地方金融公社をいう。　親団体であるスウェーデン地方金融協同組合の
年次報告書はホームページwww.kommuninvest.orgで閲覧可能である。　表紙写真：ウーメオー・コミューンによる低エネルギー建築物の建築への投資(グリーン融資によ
る資金提供を受けている)　撮影：ヘンケ・オロフソン
翻訳は注意深く行っているものの、読者においては、取締役会が署名した原本の報告書はスウェーデン語であることに留意されたい。

(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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公社の任務



過去数年間の要約 スウェーデン地方金融公社
2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

総資産(十億クローネ) 361.7 340.6 312.1 277.5 283.3

貸付金(十億クローネ) 277.0 254.4 222.8 208.6 201.0

当期利益(百万クローネ) 309.8 561.3 568.4 590.7 320.6

組合員数(合計) 286 280 280 278 274

うちコミューン 275 272 272 270 266

うちランスティング/リジョン 11 8 8 8 8

コアTier1資本比率1(％) 103.7 44.6 34.6 37.0 15.2 

Tier1資本比率2(％) 103.7 44.6 34.6 37.0 15.2 

総自己資本比率3(％) 122.1 59.8 49.3 59.5 30.4 

レバレッジ比率(CRRに基づく場合)4(％) 1.56 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(％) 1.84 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。38頁および注記30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。38頁および注記30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。38頁および注記30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31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頁も参照のこと。

2016
地方自治体向け貸付け
市場シェア1

 2016年12月31日現在

  公社を通じての借入れ 

 　48 (46) %

 銀行からの資金調達  20 (23) %

  独自の資金調達プログラム 　　　 
31 (32)%

 
1) 予想。借入残高合計に対する比率
（訳注）括弧内は前年度数値

当該年度の重要な事象 
 資本の継続的な強化

当該年度中、公社の資本は合計で2,169.7百万クローネ(前年度：1,968.9百
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。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。 

 2件のグリーンボンドの発行
公社は、3月に第1回のグリーンボンドを発行した。発行は600百万米ドル
の規模であり、北欧における発行体からは過去最大のグリーンボンドであ
った。10月には、50億クローネのグリーンボンドが追加発行された。この
発行は、クローネ建で発行されたグリーンボンドでは過去最高額であっ
た。詳細については、14－17頁も参照のこと。

 欧州委員会はレバレッジ比率の提案を発表 
欧州委員会は、11月に、自己資本比率規制の改正を発表した。レバレッジ
比率については、より低度の資本要件しか必要としない、「公共開発金融
機関」と呼ばれる特例が提案されている。かかる提案は、最終的なもので
はなく、交渉の過程にある。しかしながら、かかる提案により、公社にとっ
てより低度の資本要件が求められる可能性がある。38頁も参照のこと。

公社の貸付ポートフォリオ
2016年12月31日現在

 コミューン 40 (41) %

  地方自治体の住宅供給会社 　 
30 (29) %

  地方自治体のその他の会社         
22 (22) %

  地方自治体のエネルギー供給        
会社 7 (7) %

  ランスティング/リジョン  
1 (1) % 

借入総額ポートフォリオの資金調達                         
プログラム別内訳 
(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 47 (41) %

  ベンチマーク債による資金調達        
(その他通貨建) 29 (31) %

  私募 9 (11) %

 公募債 4 (6) %

  ECP(ユーロ・コマーシャル・                
ペーパー・プログラム) 4 (5) %

 日本における債券の売出し                    
3 (2) %

 グリーンボンド 3 (–) %

 その他  1 (4) %
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公社の概要



長期にわたる活動が結果をもたらします
2016年度は、多くの意味で、広範な分野における革命的な変革によってもたらされた
世界的な課題が際立った年でした。しかしながら、人口の増加および多数の移民の

重圧にもかかわらず、スウェーデン経済および地方自治体部門は引き続き堅調です。
顧客の需要に長期的な努力を注いだ成果が表れ、

公社にとって当該年度は成功の年でした。
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Brexit(英国のEU離脱)および米国の大統領選挙の双方
は、社会的意見の状況を明確に暗示しており、グローバル化
は勝者だけをもたらすものではないことが当該年度で非常
に明確になりました。不確かな政治的見通しおよびポピュリ
ズムの高まりは、世界を未知の領域に導く事象の一例に過
ぎません。これらに加えて、脆弱な経済および中央政府財政
ならびに急速な技術発展および人口の増加が挙げられま
す。私たちは、スウェーデン社会においてさえ無視できない

不透明性や影響力に慣れなければなりませんでした。

スウェーデンの星は輝いています
しかしながら、スウェーデンの経済は、特に他の先進諸
国経済と比べて引き続き好調です。このことは、コミュー
ンおよびランスティングにとって益となります。好調な人
口増加および成長地域への相当数の移民によって、地方
自治体の投資(特に住宅および資産)を加速させ続けてい
ます。近年の大規模な移民は、当面の間、スウェーデンお
よび個々の地方自治体当局に影響を及ぼすことになりま
す。この様な情勢にあって、統合および雇用ならびにすべ
ての市民を含むことができる社会モデル開発の方法につ
いて新たな知恵がおそらく最も必要とされるでしょう。

すべてをカバーする層としての環境的配慮
当該年度は温暖化が最も進んだと記録され、パリ協定の遂
行の重要性が強調されただけでした。環境的な課題は、私
たちの生活のすべての領域において介入してくるものであ
り、私たちが建設的な解決法を見出さなくてならないとい
う大きなチャレンジをもたらします。これは安定した社会を
確立できるかどうかということにほぼ集約されます。

このような状況において、確かな解決策を示すことは重
要であり、それはスウェーデンの地方自治体当局が秀でて
いることであります。スウェーデンの地方自治体当局の多
くが、再生可能エネルギー、エネルギー効率の良い建築物
およびグリーン・ソリューションという壮大な環境保護目標
を達成するために精力的に投資をしています。2015年度
以来、かかる投資について、公社のグリーン融資による融
資が可能となっています。グリーン融資は、環境的に持続
可能な発展への鍵としてG20の指導者たちから認定されて
おり、スウェーデンの地方自治体当局がその模範とみなさ
れていることを嬉しく思います。 

顧客需要への注力
スウェーデン地方金融公社は、明確に定義された任務を担
っていることを喜びとしています。公社は、スウェーデン地
方金融協同組合の組合員および組合員が所有する関係会
社に、競争力の高い融資および金融サービスを提供してい

ます。公社のすべての業務は、可能な限り、コミューン、ラン
スティングならびに地方自治体関係会社、公社の顧客であ
る団体や連合体の需要に応えるサービスであるべきです。

公社の顧客は地方政府当事者のみで構成されています
が、その需要は様々です。公社はこの需要に応えるべきで
あり、私はそれが益々成功していると考えています。当該年
度中、公社は、債務管理サービスに、現在では地方自治体
債務の大半の管理に使用されているKI Finansという機能
を追加しました。公社は、グリーン融資の額も大幅に増加
させました。顧客へのサービス提供を開発し続けることが
鍵となっています。

「優れたリーダーシップは、継続的な改善プロセス

において不可欠です。」

協同組合の組合員数の増加、公社の顧客増加および貸付
けの増加から分かるように、公社への関心は増加していま
す。顧客の満足度は高いです。私たちは公社の働きが評価
されていることを、言うまでもなく嬉しく思います。ここで
は、継続的な改善プロセスの中心となる優れたリーダーシ
ップについて強調したいと思います。これは、公社の取締
役会で重要とされ、良いサービスが提供されたと公社が判
断している分野です。

地方自治体向け貸付モデルの理解
2016年度末、欧州委員会は、公社にとって長らく戦略的に
優先順位にあった課題である、自己資本比率規制の包括
的な見直しの一部としてレバレッジ比率についての提案を
発表しました。この発表は、特定の公的金融機関の公的な
任務を考慮に入れて設計されており、これにより特定の公
的金融機関がより低い資本要件の対象となりうることをも
たらします。この発表は最終的なものではなく交渉の余地
がありますが、欧州委員会が今のところ、公社が行うよう
な業務に対して、より合理的な資本要件を課していること
は喜ばしいです。

長期にわたる規制問題プロセスが今、最終的なソリュー
ションに近づいていることは明らかです。安定かつ知名度
の高い運営状況は、公社の顧客との緊密な相互作用によっ
て、公社の業務をより発展させることを可能にします。

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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すべての地方自治体当局のための
資金調達窓口機関 

地方自治体による投資は、継続的にスウェーデン経済に多大な貢献をしていますが、キャパシティ
不足が投資の速度を低下させています。公社は、この課題の解決に取り組んでおり、

2016年度中には、コミューン間の大半の借入れの増加を記録しました。

6

社長からの報告
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当該年度は政治的に激動の年でしたが、金融市場にと
って影響は限られていました。Brexit(英国のEU離脱)およ
び米国の大統領選挙の驚くべき結果にもかかわらず、英国
および米国の株式市場は本年度初めよりも当該年度末の
方が好調でした。

クローネ建借入れの目標へのアプローチ 
当該年度中、公社は2010年に設定した、公社の借入総額
の半分をクローネ建とする目標まであとわずかという所ま
で到達しました。公社の貸付けはスウェーデン内のみで行
われ、新たな規制は外国からの借入れのコストがさらにか
かり、またより難しくなるため、この目標を設定することは
自然なことです。引き続きクローネおよび米ドルをベースと
して、公社は現在公社の借入れを柔軟性に富んだものにす
ることができています。

すべての顧客に魅力的であること
1986年の設立以来、公社はランスティング・エーレブロー
における草の根的な主導から始まり、すべてのスウェーデ
ンの地方自治体当局を信用とともに事実上支援するまでに
成長しました。小規模および中規模に分類されるコミュー
ンにおいての相互作用は最高のレベルです。より大きな地
方自治体当局のカテゴリーでは、年間50～60億クローネ
を超える借入れがあり、資本市場を経由した顧客独自の借
入れもよくある選択肢になっています。公社は、好条件の下
で適切な商品を提供するために、この領域でより明確なイ
ニシアチブを取る必要があります。公社はまた、需要を認
識し、またどのような主導を取ることが望まれているのか
を認識するために、様々なフォーカスグループにおける公
社の顧客とより緊密に業務を行っています。

ビジネスフォーカスの向上
資本構造およびコンプライアンスへの重点的な取組みを
行った数年間の後、公社は現在公社の中核業務にさらに資
金を集中することができる転換点にいると考えています。
これは私にとってとても喜ばしいことです。公社は、高い顧
客満足度および安定し支援的な持分保有者によって、良い
スタート位置にいます。

公社のより魅力的な借入金利への過程は、公社が現在
資本要件の上限に到達しつつあるという事実により促進さ
れています。予測のとおり、2016年度の営業利益は、資本
構造を価格決定の考慮に入れる必要が低下した結果として
減少しました。協同組合の組合員全体に利益を分配するこ
とを目的としています。

投資の必要性は大きくありますが、キャパシティ不足です
人口増加および都市化の拡大による需要に応えるために、
地方自治体部門は記録的な投資を継続しています。公社
の分析では、「不必要な」投資はほとんどありませんでした

が、不十分なキャパシティのサインは明確にありました。こ
れは、すべてのプロジェクトが実現したわけではないか、ま
たはコストがかかり過ぎるプロジェクトがあったということ
です。近年投資が顕著になっており、それが弱まっていると
いうサインはほとんどみられないため、公社は追跡調査お
よび分析において、持続可能な利益水準により重点をおい
ています。

地方自治体当局はグリーン融資で多大な影響を
与えています
当該年度中、協同組合の組合員および公社の顧客の多くが、
その支援によって最初の共同グリーンボンドを発行しまし
た。これは、手取金が様々な形で環境保護的な投資に使用
される金融商品です。毎年、スウェーデンの地方自治体当局
は、何十億クローネもの額を環境に配慮した学校、家庭、拡
張された暖房装置等に投資しています。公社の役目は、パリ
協定などが目標とするより持続可能な発展への移行におい
て支援をし、責任を共有することによって、地方自治体との
パートナーシップの手段となることです。

グリーン・プロフィールの公表の増加に伴い、公社の債
券発行体としての期待は、持続可能性のより広範な視点か
らも増加しています。公社の社会的な責任は、地域的な視点
を含み、私は公社が脆弱な団体および地域を支援する、様
々なイニシアチブを発展させることに関わっていることを嬉
しく思います。公社は、公社が責任を引き受けるためだけで
はなく、公社の採用基盤を拡大させるためにも地域にコミッ
トする必要があります。

同僚たちへ感謝します 
当該年度中、一部には新たな規制によって、公社の従業員
数は増加しました。公社は今や100名近い従業員を有してい
る大組織です。このことは雇用を促進し、脆弱性を減じ、ま
た組合員および顧客の利益のための専門知識を構築させる
より良い状況を提供しています。しかし、組織の規模はその
本質的な価値ではなく、公社は経費削減を維持し、効率的
な組織であることを保つことを常に目指していることを強調
したいと思います。公社の努力は益々顧客の利益に向けられ
ています。

最後に、私の同僚たちに向けて、このような素晴らしい努
力をしてくれることに改めて感謝をします。皆さんの働きは、
今後長期にわたり影響を及ぼすでしょう。 

スウェーデン地方金融公社

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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公社の状況
スウェーデン地方金融公社は、スウェーデンの
地方自治体部門にのみ資金を貸し付けており、

公社の業務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。保証の引受けとは、協同組合の全
組合員がすべての契約を満期まで保証することを意味す
る。組合員の連帯保証の引受けは、公社の資本市場にお
ける確固たる地位の必須の条件を表している。
• 公社は、S&Pグローバル・レーティング(S&P)およびム

ーディーズの両機関から最上位の信用格付を取得して
いる。

• 2016年度末現在、スウェーデンのコミューンの95％お
よびランスティング/リジョンの55％が協同組合の組合
員であった。

• 公社の従業員は、公社の業務のすべてが可能な限り効
率的に運営されることを確実にするために日々努めて
いる。

• 安定した業務処理が公社の努力を支えている。

公社の業務
公社の主要な任務は、長期的に持続可能な方

法かつ可能な限り有利な条件の下で、スウェーデンの地
方自治体部門による投資の資金を調達することである。
公社は、次の段階として組合員に安定的かつ費用効率の
良い資金調達を提供するために、スウェーデンおよび国
際的な資本市場で借入れを行う。貸付けが実行されるま
での間、借り入れた資金は、金融情勢が不安定になった
時に組合員に資金供給を確保するために流動性準備金
として管理される。当該準備金は、少なくとも貸付額の
15％を占める。
• 2016年度、公社は1,040億クローネ(前年度：1,060億

クローネ)を借り入れた。借入総額は3,440億クローネ
(前年度：3,210億クローネ)であった。

• 2016年度末現在、公社は、貸付額の22％(前年度：25
％)に相当する600億クローネ(前年度：630億クロー
ネ)を流動性準備金として管理した。

• 当該年度末現在の貸付総額は、2,770億クローネ(前年
度：2,540億クローネ)であった。

公社の価値創出の方法
公社の業務は、組合員による投資に長期的で安定した資金調達を確保するためにサービスを提供す
ることである。1986年の設立以来、組合員は協同して何十億クローネもの借入費用を削減してき
た。節約された資金を、代わりに地域の福祉に使用することが可能となっている。

公社の直接的な影響力
公社の主要な影響力は、スウェーデンのコミューン、ランスティン

グおよびリジョンにおける投資を可能にする公社の融資によって形成さ
れている。当該年度中、公社は「グリーン融資」と呼ばれる融資を組合員
に紹介することに格別に力を注いだ。貸付けの他にも、公社は、例えば信
用供与プロセス中のアドバイスや支援ならびにフォローアップ、分析およ
び報告を大きく促進させるインターネット上の債務管理システムを通じた
アドバイスや支援といった形で組合員に援助・支援を提供した。
• 承認されたグリーン融資額は、180億クローネ(前年度：50億クローネ)

に増加した。
• 当該年度末現在、債務管理の効率性のために公社が社内で開発した

ツールを協同組合会員の80％超が使用した。
• 公社の評価は、調査の結果高水準を維持した。21頁の「2016年度の

目標および目標達成度」も参照のこと。
• 経営の成果によって、501百万クローネ(前年度：680百万クローネ)を

協同組合から組合員に移行できた。

公社の間接的な影響
公社は、コミューンおよびリジョンの社会的な投資を可能な限り
効率的に実行できるように貢献している。その結果、公社は福祉

の全体的な発展ならびに国家としてのスウェーデンが環境および気候に
おける目標を含む長期にわたる社会的な目標の達成を可能にすることに
寄与している。
• 2016年度末現在、公社はすべての地方自治体部門の借入れのう

ち、48％(前年度：46％)を占めた。
• 72件(前年度：11件)の投資プロジェクトが、環境保護および気候に関

連したイニシアチブに助勢するグリーン融資を通じて資金調達を確保
した。

• 公社の資金調達モデルは、組合員にとって安定性および安全性の向上
に貢献する。公社が発行した債券は、外国の機関投資家に広く販売さ
れ、不安定な時勢にあって安全な資産としてみなされている。流動性
準備金は、速やかに現金に転換が可能である。

• 公社は、例えばエーレブロー大学との間のパートナーシップならびに排
斥の縮小、若者への支援および女性によるベンチャービジネスの応援
のための数々のイニシアチブといった活動を通じて、地域社会におい
ても貢献をしている。

• 公社の国際的なアウトリーチ活動は、地方自治体向け資金調達の持
続可能なモデルに対する世界的な認識の高まりに寄与している。

1

4

3

2
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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：2,770億クローネ

資金調達 

公社はスウェーデンの資本市場および国際
資本市場において債券およびコマーシャ
ル・ペーパーを発行することにより資金を
借り入れている。

借入総額：3,440億クローネ

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：600億クローネ 

公社の業務2

公社の直接的な影響力3

評価
(CSI、ESI、ISI)

効率的な債務管理 剰余金の分配グリーン融資貸付け

公社の状況1

財政の安定性 組合員による所有 従業員の能力 構造資本 ビジョン
「有益で持続

可能な社会」

公社の間接的な影響力4

地域社会に
おける活動 

スウェーデンにおけ
る環境保護的な目標 

地方自治体財政の
安定性

公共福祉の構築 国際的な
コミットメント
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持続可能性
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る。

スウェーデンの地方自治体部門への最大貸し手としての、公社の費用効率の高い資金調達により、
組合員は長期的な持続可能性目標が実現できる。 



2017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 

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の比較を示している。グラフのx軸は満
期までの平均残存期間を示し、y軸は地方自治体である発行
体の借入高(基準相場(ミッド・スワップ)を上回るベーシス・ポ
イントで表示されている。)を示し、緑の線は公社の借入高を
示す。したがって、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。

    公社　
  スタッツヒポテック(カバードボンド発行体) 
  スタッツヒポテック(3ヵ月前)

  地方自治体の関係会社 
  格付AAA-のコミューン

  格付AA+のコミューン

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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公社の持続可能性に係る取組みにおける役割は、主にスウェー
デンの地方自治体部門に対する競争力の高い資金提供を行うこと
である。したがって、主要な貸し手として、公社は、費用効率が高
く、かつ持続可能性の高い福祉投資のための環境を培う手助けを
する。以下の公社のビジョンがその目標を明確にしている。

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
上が地方自治体部門により行われている。今後数年にわたり、スウ
ェーデンの地方自治体当局は、成長のための環境づくり、福祉の
構築ならびに過去の拡大期に建築された設備および建物の品質向
上および近代化のため、多額の投資を行う必要がある。これらの幅
広い投資において共通するのは、いずれも意欲的な持続可能性の
目標が念頭に置かれて行われているということである。

地方自治体がどのようにして持続可能性に取り組んでいるか
コミューンおよびランスティング/リジョンの持続可能性への高い意
欲は、持続可能な都市開発、効率的かつ環境にやさしいエネルギ
ー供給、温暖化防止に貢献する住宅、地方輸送および輸送効率を
上げるその他のインフラを含む地方自治体による福祉事業を最大
限に拡大する投資に反映されている。

例えば、今日の協同組合の組合員の多くは現在の国家的環境
目標を超えた努力をしている。約60のコミューンが国際市長誓約
に参加した。複数の都市は早ければ2030年にも脱化石燃料を目
指す。

地方自治体部門に強く根差している
公社は、利潤だけを求めることなく、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
提供しており、これにより納税者からの税金をさらに行き届かせる
ことの手助けをしている。金融危機および金融不安の中、公社は、
その顧客に対し、地方自治体部門の安全および金融システムの安
定に貢献しつつ、資金提供を行うことができている。

持続可能性に関する公社の見解は、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・コンパクトの国際的な枠組
みと合致している。

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
 近年、地方レベルおよび地域のレベルのイニシアチブは、グローバルな持続可能性への取組
みにおいてその重要性を増している。その結果として、スウェーデンのコミューンおよびラン
スティング/リジョンによる意欲的な持続可能性のイニシアチブは、グローバルな持続可能性
目標を達成するにあたり、大きく貢献している。

「公社のビジョンは、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ことである。公社は、スウェ
ーデンの地方部門および地域部門の発展のため、なら
びに健全かつ持続可能な社会のための投資に資金提供
を行う。」
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持続可能性
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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
性に係る取組みの中核的要素は、公社の利害関
係者との継続的な対話を維持し、分析し、可能な
限りその長期的な利益に応えることを含む。

コミューンおよびランスティング/リジョンは、　
公社の最も重要な利害関係者である
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、かつ支配
しているが、公社から借入れを行うことを選択し
た場合は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。選任された職員および公
務員との対話は、その場で進行するような形式で
非公式に行われることも、決められた内容でより
公式に行われることもある。選任された職員のた
めの重要なフォーラムは、協同組合の年次総会お
よび各年の年初に開催される組合員協議会を含
む。2016年の組合員協議会はスウェーデン全土
にわたって17ヵ所で開催された。顧客のために
は、年次金融セミナーおよび様々な顧客が集まる
会議が全国にわたって開催された。2016年の金
融セミナーは8ヵ所で開催され、合計約280人が
参加した。

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プレゼンテーショ
ンを通じて国内でおよび国際的に行われる。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。

対話により、何が最も重要かが示される 
その目標は、各利害関係者のニーズにより良く適
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、公社が持続可能
性のどの課題を優先すべきかを含め、見解を確
実にかつ継続的に収束することを目標としてい
る。対話および建設的な交流は相互の理解を深
め、そのこと自体が公社のビジネス・コンセプトお
よび地方自治体部門における業務の中核である
ことを伝えることも目的としている。

公社は、その利害関係者との引き続く対話に基づ
き、最も重要な課題を決定する。2016年末、公
社の持続可能性への取組みに関し、外部の調査
会社と協働し、利害関係者調査が実施された。
約125人の利害関係者(選任された地方自治体の
職員、機関投資家、公社のサプライヤーおよび人
事/マネージャーを含む。)に連絡がなされた。回
答率は63％であった。調査の結果(13頁を参照
のこと。)は引き続く持続可能性への取組みへ
の、重要な情報源となる。

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、すべての利害関係者(特に、組合員/顧客、投資家、地域社会および従業員
は最も重要である。)と良好な関係を維持することを目指す。とりわけ、持続可能性
に係る業務は、2016年に実施された利害関係者の調査および重要性の分析に基づ
く。持続可能性に関する報告書は、事実に基づくデータを含み、Kommuninvestグ
ループ全体を網羅する。

「2016年持続可能性調査において、外部およ
び内部の利害関係者が公社が優先すべき施
策の順位付けを行った。かかる回答は公社の
継続的な業務の基盤を成す。」

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。2016年
1月-2月における組合員協議
会は、17カ所で開催され、参
加者は350名近くであった。

持続可能性
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責任ある事業－Kommuninvestグループ 単位 2016年度 2015年度 2014年度

市場シェアおよび利害関係者との対話
地方自治体部門の
対外借入総額における割合 % 48 46 44

協同組合の年次総会に先立つ組合員協議会  

 － 地域数 数 17 19 18

 － 参加者数 数 346 368 391

利害関係者調査

顧客満足度指数(CSI) 
(2年ごとに調査) 指数 86 n/a 78

従業員満足度指数(ESI) 指数 69 69 72

組合員調査(2年ごとに調査) 指数 85 n/a 82

持続可能な資金提供

地方自治体部門の投資への貸付合計 百万クローネ 274,039.0 251,374.9 218,416.3

年度内に約定したグリーン融資残高 百万クローネ 12,747.8 5,034.0 n/a

グリーン融資ポートフォリオ合計(約定済) 百万クローネ 17,781.8 5,034.0 n/a

 － うち、実行済のもの 百万クローネ 14,515.8 2,634.0 n/a

公社はまた、引き続き顧客および持分保有者の調
査を実施している。2016年に実施した顧客調査
では、好ましい結果が得られた。公社の全体的な
顧客満足度指数(CSI)は86であり、これは地方自
治体市場において公社が競合する商業銀行および
預金銀行のCSIよりも大幅に高い。

GRIを参考にしているフォローアップ
公社の内部的な持続可能性に係る業務についての
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。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

O�ce administration

Business travel

Sustainable supply chain

Personnel development

Health, workplace security, environment

Diversity and equality

Dissemination of knowledge

Community engagement

Ethics

Investments

Cooperation with other financial partners

Green considerations in lending

Green considerations in borrowing

2016年持続可能性調査：優先すべき最重要施策1

回答者数：80人

1) 各回答者は、最重要、2番目に重要および3番目に重要と考える3分野を順位付けるよう求められた。グラフには、各要因が挙げら
れた回数合計の回答数合計に対する割合が示されている。

2016年
持続可能性調査
回答者数：80人

 外部利害関係者 

 銀行、9 %

 投資家、 9 %

 顧客、13 %

 サプライヤー、 6 %

  選任されたスウェーデン
の省庁の職員、 1 %

 内部利害関係者
 人事、15 %

 マネージャー、 15 %

  公社1取締役、 6 %

  分析・財務委員会2　　　　

委員、6 %

  協同組合3理事、20 %

 1) スウェーデン地方金融公社

2) 協同組合により任命された
専門家委員

3) スウェーデン地方金融協同
組合

借入れ時の環境への配慮

貸付け時の環境への配慮

他の財務パートナーとの協働

投資

倫理

コミュニティへの関与

知識の普及

多様性および平等性

健康、職場の安全、環境

人事開発

持続可能なサプライチェーン

出張

事務管理

(訳注) 以下、表中のn/aは「該当なし」を意味する。

持続可能性
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グリーン融資は、地方自治体部門の、環境負荷
の低減された、より持続可能な社会への移行を支
えるための公社の取組みである。グリーン融資は、
公社のコミューンおよびランスティング/リジョンが
実行する投資プロジェクトに資金を提供する。承
認されたプロジェクトは、低公害の気候変動の影
響に強い社会への移行を促進し、借り手の組織的
な環境への取組みの1つとならなくてはならない。

2016年末には、公社は83(前年度：11)のグリー
ン投資プロジェクトのために178億クローネ(前年
度：50億クローネ)を承認していた。プロジェクト
の大半は、再生可能なエネルギーおよびグリーン
ビルディングに関連する。

すべてのプロジェクトは、公社のグリーンボンド
環境委員会により環境的観点から検討される。委
員会は、少なくとも2つの参加コミューンおよびラ
ンスティング/リジョンの環境機能の代表者、公共
部門またはアカデミアのその他の関連組織の環境
専門家ならびに公社の経営陣および顧客グループ
により構成されている諮問機関である。

ウーメオーのパッシブ建物
ウーメオーはグリーン融資を実行した数多くのコ
ミューンの1つであり、「欧州グリーン首都賞」に3
度ノミネートされている。かかるコミューンの戦略
的環境業務は、ウーメオーにおける環境の存在を
知らしめることを目標としている。これは、コミュ
ーン自身の業務および居住者の両方を対象とする
長期的なプロセスである。ウーメオーはまた、その
投資にあたり最も頻繁にグリーン融資を利用する
コミューンの1つである。ヘードルンダ・プレスクー
ル、ノールランドの最初の公共のパッシブ建物お
よび世界最北のパッシブ建物として認定された建
物の一部、ウーメオー市電気バス制度のための融
資ならびに通常のペレットよりエネルギー量が多
く輸送効率の高いブラック・ペレットのためのパ
イロット・プラントが例として挙げられる。

グリーン融資により資金調達された多くのプロ
ジェクトはエネルギー効率の高い学校やプレスク
ールであり、多くの場合、コミューンはこれらにつ
いて持続可能性に関する意欲が特別に高い。スウ

ェーデンで初めてすべてが無垢材で建てられた学
校であるイェーフェラのヘレスタスコーラン・スク
ール、ヴェクショーのペール・ラーゲルクヴィスト・
スクールがその一部の例である。両校は、スウェ
ーデングリーンビルディング会議の認定に従い、
エネルギー、室内環境および材料に関して可能な
限り最高レベルのグリーンビルディング金賞に認
定されている。

グリーン融資の借り手としての公社 
公社はグリーンボンドを発行することによるグリー
ン融資で資金調達を行う。2016年3月、気候への適
応を支援したいと望むスウェーデンおよび海外の投
資家に向けて、初めてのグリーンボンドが発行され
た。第2回目の発行は2016年10月に行われた。

公社のグリーンボンドは、グリーンボンドの投
資マンデートを取得している複数の知名度の高
い投資家(複数のAPファンド、アレクタ(Alecta)、
フォルクサム・グループ、ドイツ復興金融公庫
( K f W ) 、S B A B 、S P P 社 、ストーレブランド
(Storebrand)、カリフォルニア州職員退職年金基
金(CalSTRS)および合同職員年金基金(UNJSPF))
により購入されている。

グリーンボンドは、借り入れた資金の投資目的
が環境および気候関連に特定されている点が通
常の債券と異なる。したがって、投資家(通常は機
関投資家)は、格付けの高い利付債を通じて気候
ソリューションに投資することができる。発行体
は、新しい投資家に出会い、かつ既存の投資家と
の関係を深める機会を与えられる。同時に、環境
リスクと金融リスクの関連性の社会における一般
的な認識を高める。

グリーンボンド原則のメンバー
公社のグリーンボンドのための枠組みは以下の原則
およびガイドラインを順守する。
• グリーンボンド原則
•  国際金融機関：影響報告の統一的枠組み
• 気候リスクに関する投資家ネットワーク：グリーン

ボンド市場における投資家の期待に関する声明書 

グリーン融資への
相当な関心  
2015年6月、温暖化防止に貢献する投資にベンチャー投資する地方自治体のために
グリーン融資が開始された。そこへの興味は相当で、導入以来、約80のプロジェクト
が公社の環境委員会により承認された。 

グリーン融資および
グリーンボンド
2016年12月31日現在
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  約定済みのグリーン融資
(十億クローネ)

  グリーン融資貸出実行額
(十億クローネ)

  グリーン融資残高　　　    
(十億クローネ)
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公社は2016年5月よりグリーンボンド原則のメン
バーであり、グリーンボンドの発行および報告に
関する共通基準および枠組みの発展において積
極的な役割を担いたいと考えている。公社は、投
資家報告に関し、ノルウェーのグリーンボンドの
政府関係発行体と提携を開始した。目的は、グリ
ーンボンドによる影響の報告に関する共通のガイ
ドラインを開発するためである。

グリーンファンディング・モデルの賞
2016年、公社は、「欧州最優秀グリーンボンド発
行体」に指名された。CFIからの賞は、気候への適
応に大きな貢献をし、すべての利害関係者のため
に真の価値を生み出している組織に授与される。
審査員は、地方自治体の気候および環境の専門家
により構成された委員会を通じて、公社のグリーン
ボンドのためのガバナンス・モデルを強調した。

公社のグリーン融資およびグリーンボンドへの
取組みは、ユーロマネー(Euromoney)およびグロ
ーバルキャピタル(Global Capital magazines)の
関心も引いた。2016年9月にアムステルダムで開催
された、その年次総会である「持続可能かつ責任
能力のある資本市場フォーラム」において、公社
は、「公共部門グリーン/SRIボンド年間最優秀ディ
ール」および「最優秀政府系機関債・グリーン/
SRI発行体」の2つの部門にノミネートされた。

国際的パートナーシップ
グローバルな持続可能性への取組みにおいて地域
での解決策の役割の重要性は増している。これ
は、2015年終わり頃にパリで行われた気候変動
枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、環
境目標の達成における地域公共部門の役割が初
めて認識されたことにより特に明らかになった。

近年では、環境投資の需要および公共部門の
重要性に関し、グローバル・コンセンサスが形成さ
れてきた。G20の首脳陣はグリーン融資モデルが
広まることの重要性を示した。環境面および気候
面で利点のある投資プロジェクトにその資金が使
われる社債の需要は非常に高い。スウェーデンで
は、2016年終わり頃にグリーンボンドの促進に関
する研究が発表された。

公社は、定期的に国際的なセミナーや会議に
参加し、スウェーデンの地方自治体当局の環境
への取組みの経験を共有し、知識を広めている。
さらに、様々な国際的利害関係者との間で公社の
グリーン融資およびグリーンボンドの分野におけ
る経験を他国にも伝達することの可能性に関す
る協議が進行している。公社はまた、様々な欧州
における資金調達プロジェクトにもオブザーバー
として参加しており、欧州の気候変動サミットに
も参加した。 

事例

ボーロースのソーバッケンにおける環境への取組み
協同組合の組合員の多くは、そのコミュニティをより持続可能なものに変遷させる過程における先駆者である。ボ
ーロース・コミューンも一例で、1990年以来、都市のエネルギー消費による二酸化炭素排出量は40％削減された。
コミューンの最も大規模な投資プロジェクトの1つは、ボーロース・エネルギー・環境会社による、新しい熱伝排水処
理設備のソーバッケンでの建設であり、この資金は公社によるグリーン融資により供給された。投資は数々の環境
的利点をもたらし、これには資源効率の向上、再生可能な電力の生産の増加、都心部における交通量の減少ならび
に、窒素、リンおよび有機物のヴィスカン川への排出の削減が含まれる。

グリーン融資の
種類別内訳
2016年12月31日現在

  再生可能 エネルギー、 
47 %

 グリーンビルディング、   
41 %

  エネルギー効率、 4 %

  水管理、4 %

  公共輸送、3 %

  廃棄物管理、 1 %

持続可能性
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スウェーデンの持続可能性を高める
29のグリーン・プロジェクト
全国の多数のコミューン、地方自治体が所有する関係会社およびランスティングが、グリーン融資
を利用した環境投資プロジェクトに出資する新たな機会を活用している。下表はそのうちの29件
を示している。その他のプロジェクトについては、kommuninvest.se/gronalanを参照のこと。

借り手 保証組合員
融資額(単位：
百万クローネ) プロジェクトの種類 投資対象

エスキルスツーナ・コミューン エスキルスツーナ・コミューン 165 再生可能エネルギー 風力タービン4基

Skellefteå City Hall セレフテオー・コミューン 650 再生可能エネルギー 欧州最大の陸上風力発電ファームの1つであるブライケン
風力発電ファームの第2、第3ステージの展開

イェーフェラ・コミューン イェーフェラ・コミューン 317 グリーンビルディング スウェーデンで初めてとなる、全体が無垢の木材で建築
される学校である、バルカビィ町のヘレスタスコーラン・
スクール（ゴールド認証）

カールスタード・コミューン カールスタード・コミューン 900 再生可能エネルギー 発電・発熱複合施設の第3ステージ

Biogasbolaget  
i Mellansverige AB

カールスコーガ・コミューン、
エーレブロー・コミューンおよび
クムラ・コミューン

49 再生可能エネルギー 自動車燃料の生産用のバイオガス工場

Karlskoga Energi  
& Miljö AB 

カールスコーガ・コミューン 35 水処理 窒素除去を主目的とする下水処理場の改築

Växjö Kommunföretag AB ヴェクショー・コミューン 310 グリーンビルディング ペール・ラーゲルクヴィスト・スクール(ゴールド認証)

ウーメオー・コミューン ウーメオー・コミューン 76 公共輸送 地域公共輸送用システムの超高速充電電気バス

Trosabygdens bostäder AB トローサ・コミューン 33 グリーンビルディング SABOコンボハウス(16部屋)

ランスティング・ベルムランド ランスティング・ベルムランド 724 グリーンビルディング カールスタードに所在する医療サービスおよび
内科診療のための医療施設である中央病院

Karlsborgsbostäder カールスボーリ・コミューン 100 グリーンビルディング 低エネルギー集合住宅2棟(合計52部屋)

Torsby bostäder トーシュビイ・コミューン 25 グリーンビルディング 新たな賃貸集合住宅(23部屋)

Trollhättan Tomt AB トロルヘッタン・コミューン 55 グリーンビルディング 木造オフィスビル(イノヴァートゥム)の建設
(グリーンビルディング・シルバー)

AB Vingåkershem ビングオーケル・コミューン 21 グリーンビルディング SABOコンボハウス(14部屋) 

Kristianstadbyggen クリスチャンスタード・コミューン 26 グリーンビルディング SABOコンボハウス(16部屋)

Falu Energi o Vatten AB ファールン・コミューン 82 再生可能エネルギー ターヴェルベリェットにおける風力タービン5基

Municipality of Skara スカーラ・コミューン 338 グリーンビルディング ヴィクトリア・スクール

Arvika Kraft AB アルビーカ・コミューン 60 再生可能エネルギー 水力発電所26ヵ所

ボートシルカ・コミューン ボートシルカ・コミューン 410 再生可能エネルギー イーゲルスタ発電・発熱複合施設の展開

Kifab i Kalmar AB カルマル 100 公共輸送 列車車庫の建設

Vaggeryd-Skillingaryds  
Bostads AB

ヴァッゲリード 30 グリーンビルディング SABOコンボハウス(16部屋)

フィンスポング・コミューン フィンスポング 70 グリーンビルディング 賃貸集合住宅(32部屋)(スワン・エコラベル)

Mjölby-Svartådalen  
Energi AB

ミョールビイ 215 再生可能エネルギー ミョールビイ－スヴァットオダーレン・エネルギーの
ための発電・発熱複合施設

Vimmerby Energi och Miljö AB 
/ビンマービイ・コミューン

ビンマービイ・コミューン 520 再生可能エネルギー タルホルメン発電・発熱複合施設の建設

Rättviks Teknik AB レットビーク・コミューン 85 水処理 レットビーク廃水処理場の改築および拡大

シェブデ・コミューン シェブデ・コミューン 130 グリーンビルディング ビリンゲ・スクール(ゴールド環境認証)の建設

ルードヴィーカ・コミューン ルードヴィーカ・コミューン 39 エネルギー効率の
向上

コミューンが所有する約50ヵ所の地所における
エネルギー効率の向上

Norrenergi ソルナ・コミューン 1,250 再生可能エネルギー 通常1年間で98％を再生可能エネルギーで賄う
事業への貸借対照表上の出資 

KumBro Vind AB クムラ 15 再生可能エネルギー リスボル風力発電ファーム

持続可能性
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公社の直接的な環境負荷は主に出張に関連するが、本社ビルにおけるエ
ネルギー使用および事務用品にも関連する。公社の事業モデルでは、スウ
ェーデン国内外の長距離出張の必要が生じる。出張による二酸化炭素排
出量は、2016年度において、合計231.7トン(前年度：177.3トン)、従業員1人

当りでは2.7トン(前年度：2.3トン)であった。2016年度において事業所スペ
ースの拡大および改修が生じたため、事業所におけるエネルギー使用に関
する有意な比較はできない。

資源の拡大と同時に高められる効率

環境指標－Kommuninvestグループ 単位 2016年度 2015年度 2014年度

エネルギー消費量

エネルギー消費量合計(建物内) kWh 463,034 406,160 427,574

 － うち、電力 kWh 295,084 298,087 322,351

 － うち、熱 kWh 167,950 108,073 105,223

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 50 46

前年度と比較した電力消費量の変化 % -1 -8 -1

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 95 93

事業所スペース合計(㎡) m2 2,217 1,498 1,498

エネルギー消費量合計(㎡当り) kWh/m2 209 271 285

エネルギー消費量合計(従業員1人当り) kWh 5,447 5,207 5,778

資源使用量

購入した事務用紙 トン 0.8 1.3 1.5

 － うち、持続可能性表示のある紙(PEFC) トン 0.8 1.3 1.5

購入量合計に占める持続可能性表示のある紙の割合 % 100 100 100

従業員1人当り紙消費量合計 キロ 11.8 12.8 13.5

紙の再生利用(購入した紙および配布した紙を含む) トン 2.4 2.1 2.8

出張

出張合計 Km 1,319,646 1,081,226 1,609,162

従業員1人当り出張合計 Km 15,525 13,862 21,745

飛行機による出張合計 Km 992,144 770,526 1,348,396

スウェーデン国内の列車による出張 Km 327,162 305,287 257,506

出張による二酸化炭素排出量合計 トン 231.7 177.3 296.5

従業員1人当りの出張による二酸化炭素排出量 トン 2.7 2.3 4.0

Energy
e�ciency

Green 
buildings Renewable

energy

Waste
management

Water
management

Environmental 
management

Adaption
measures Public 

transportation

Kommuninvest
Gröna lån

Green Loans

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、地方/地域の
必要不可欠なインフラを含む幅広い方向性の環境活動を行っている。公
社のグリーンボンドの枠組みは、ニーズに応えて発展してきた。現在、異

なる8つの範囲でのプロジェクトに対して、グリーン融資による資金提供
を行っている。

地方自治体当局の幅広い環境保全への
取組みを対象とする枠組み

環境管理

適応手段

ビルディング

公共輸送

水管理

グリーン 再生可能
エネルギー

廃棄物管理

エネルギー
効率

グリーン融資

持続可能性
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組合員の利益になる協力関係
公社の主要な目的の1つは、地方自治体の借入コストの削減である。取引
の大きさに対して組織が小規模であることで、管理費用を低水準に抑える

ことができる。2016年度、総資産に対する管理費用は5.5ベーシス・ポイン
ト(前年度：5.1ベーシス・ポイント)であった。

経済的価値の創出－Kommuninvestグループ 単位 2016年度 2015年度 2014年度

総収入

利息収益 百万クローネ 654.0 1,438.3 3,651.0

その他営業収益 百万クローネ 7.2 4.5 3.3

分配された価値

利息費用 百万クローネ -107.9 640.0 2,736.1

支払手数料 百万クローネ 5.2 5.3 5.1

給与および報酬 百万クローネ 68.1 62.0 57.7

年金費用、研修費およびその他人件費1 百万クローネ 29.4 20.6 22.7

社会保障費用および年金費用に係る給与税 百万クローネ 23.7 22.0 20.3

破綻処理費用/安定化政策費用 百万クローネ 31.4 120.5 110.7

その他の営業費用1 百万クローネ 93.2 79.4 82.4

税金 百万クローネ 0.4 -31.2 2.6
当該年度における協同組合の組合員への移転額、取引高に応じた還元および前年
度の組合員出資への利息2 百万クローネ 500.7 679.5 696.5

効率
総資産に対する営業費用
(破綻処理費用/安定化政策費用を除く)の割合 % 0.055 0.051 0.055

 1) 臨時/契約雇用者費用の組替により、人件費およびその他一般管理費の各合計が2015年度年次報告書の数値から変更されている。

2) 金額は前会計年度について行われた移転を指す。すなわち2016年度に行われた支払については2015年会計年度を指す。

デジタル化計画による書面での
郵便の削減

公社は、自らの業務で行っているように、金融、投資および信用供与にお
いて環境負荷に対処することを大きな目標としている。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。大規模なデジタ
ル化計画が進行中であり、これにより公社のペーパーレス化が進ん
だ。2017年初頭から、利子計算書およびその他の多数の印刷された書類
が配布されなくなり、それらは代わりに、債務管理サービスであるKI 
Finansを通じてデジタル形式で入手できる。 

持続可能な日常生活

業務に関連するストレスおよびその他の心理的要因に起因する常習的欠
勤が増えていることから、公社は、「持続可能な日常生活」と称する枠組
みでの野心的な試みを開始した。「持続可能な日常生活」は、幅広い機
会から、良質な身体的および社会的労働環境、トレーニングおよび毎日
の運動、健康関連講義、ストレス管理、個人的なコーチングならびに自己
啓発プログラムのためのすべてを提供するものである。とりわけ、全従業
員が、個人の健康および生活スタイルの評価を受ける。従業員は、それに
基づき、必要なものを最大限に認識して持続可能な生活スタイルを確立
するための手段が与えられる。これには、睡眠、食事、運動および生活ス
タイルから業務関連の問題までのあらゆることが含まれうる。

公社が提供する労働市場への
迅速な道筋

学生にとって、就職市場への第一歩を踏み
出すことは必ずしも簡単とは限らない。その
ため、公社は、毎年2名の学生に、最初の職
務経験の機会を与えている。誰でも申込み
ができるが、公社は、通常は就職市場への参
入を困難に感じる、十分な能力のある学生を
優先させている。例として、民族出身、障害
その他に関するものがある。第一期の学生グ
ループによる成果は前途有望である。両学
生とも、公社での就業体験の後、他の金融部
門の雇用者の下で正規雇用された。

持続可能性
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地方自治体部門の状況への
理解を深める

公社は、社内での研究および報告を通じて、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、2012年度から、と

りわけ、エーレブロー大学との密接な提携を維

持し、例として地方自治体部門の債務管理およ

び財政状態の研究を進めている。2016年度、地

方自治体部門の長期の体制についての議論を促

すため、協同組合は、前財務省次官であるセー

レン・ヘッグロート氏により書かれた報告書を発

表した。スウェーデン・コミューン・ランスティン

グ連合(SALAR)とともに、かかるテーマのセミナ

ーもスウェーデン全国で

設定された。

2016年度、「グリーンボンド：国の経験、障害および選択」と題する報告
書において、公社のグリーン融資が一例として取り上げられた。OECDが
作成した当該報告書において、公共投資のために費用効率が高いグリー
ン金融のソリューションを促進する公社の役割の概要
が示されている。当該報告書は、2016年9月に開催さ
れた杭州サミットに先立つ、G20諸国のグリーン金融
に関する特別対策委員会であるG20グリーン金融研究
グル ープ を 支 援して、発 表され たものであ る。 

従業員統計－Kommuninvestグループ 単位 2016年度 2015年度 2014年度

従業員総数(非常勤従業員を含む。)1 人 97 90 84

全従業員に占める女性/男性の割合 % 41/59 39/61 42/58

全管理者に占める女性/男性の割合 % 45/55 58/42 58/42

執行役員グループに占める女性/男性の割合 % 67/33 67/33 50/50

執常勤従業員平均数(労働時間ベース) 人 85 78 74

雇用期間2年未満(正規従業員ベース) % 14 25 35

雇用期間2－4年 % 35 29 18

雇用期間5－9年 % 25 24 25

雇用期間10年以上 % 25 22 22

離職率 % 3 5 8

従業員調査への参加 % 84 94 94

大学教育を受けた従業員の割合 % 88 89 88

勤務評定制度に参加した従業員の割合 % 100 100 100

持続可能性研修を終了した従業員の割合 % 84 92 n/a

1)  従業員総数は、常勤、非常勤および臨時の従業員ならびに育児休暇取得中の従業員を含む「合計人数」である。正規従業員および試用期間中の従業員の総数は、2016
年度末において91人であった。

G20の報告書における
公社への言及

平等性、多様性および育成
2016年度末現在、従業員のうち、41％(前年度：39％)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：67
％)であった。性別、民族的背景、宗教もしくは信仰、年齢、障

害、性的指向またはその他にかかわらず、技能を有する従業
員を惹きつけ、保持し、さらに育成するようにすることが目標
である。

持続可能性
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取締役会報告 

ファール・エネルギー・水資源会社による、
共同所有される地域加熱管への投資
ファールンおよびボーレンゲの地方自治体エネルギ

ー会社は、これら2コミューンにおける地域の熱エネ

ルギーの産出をいかに最適化するかについて研究し

てきた。その結果、地域暖房ネットワークが接続され

たならば、環境的および経済的に大きな利益が得ら

れるとの結論に至った。環境的には、これらの接続

により、複合発電・発熱の増加、廃熱利用の増加、二

酸化炭素排出量の削減および供給予備電力の増加

が可能になるであろう。加熱管はこれら2コミューン

によって共同所有され、2014年11月に稼動が開始さ

れた。この構想は、公社によるグリーン融資から一部

出資されている。



取締役会報告 

2016年度の目標および目標達成度
2016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。

戦略的目標 戦略 結果

•  地方自治体向け資金調達におい

て顧客のニーズを満たす

•  顧客からの需要および課題に焦点

を当てた迅速な応対を継続する

• 費用効率の良い融資を提供する

•  知識の移転および顧客の日常生

活における具体的問題を解決する

ツール

•  顧客調査は2年ごとに実施される。2016年度の

調査において、公社は顧客満足指数(CSI)86を

達成した。スウェーデンの品質指数に関する

2015年度の類似の調査では、スウェーデンの銀

行のCSIは平均69であった。

•  自発性のある従業員により知識主

導型の業務を行うことで、効率的

な方法ならびに財務の安定およ

び保守的なリスク選好度による事

業を行う 

•  プロセスの簡素化ならびに継続的

な知識の発展および更新 

•  財務の安定および保守的なリスク

選好度の維持

•  2016年度に実施された従業員調査において、

公社は指数69を達成し、類似の雇用者の平均

指数は71であった。

•  安定的かつ費用効率の良い自己

勘定の債務管理を行う

•  容易に利用できて確実な流動性の

確保

•  2016年度の国際的な投資家調査において、公

社は3番目に優良な地方自治体向け資金調達

機関であった。

過去数年間の要約 
公社は過去5年間で大きな成長を遂げた。貸付けは、2012年度
の2,010億クローネから2016年度末現在では2,770億クローネ
に増加した。従業員数は、65人から91人に増加した。貸付けの
増加の結果として、総資産も増加し、2,833億クローネから
3,617億クローネとなった。かかる増加は、地方自治体部門によ
る投資の増加によるものであり、これが全般的に信用供与への
需要の増加につながった。競争力のある価格設定により地方自
治体部門の債務全体における公社のシェアが増加した。協同組
合の組合員数の増加も当該成長に寄与した。

公社の組織は、自己の利益を得ることだけを目的としておら
ず、そのため、収益の数値は、業績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、部分的に利益を通じて資
本構成を増強することが特徴であり、結果として、利益がわず
かに増加した。2012年度から2016年度にわたり、資本は952.7
百万クローネから6,514.0百万クローネに増加した。

過去数年間のデータについての表は84頁を参照のこと。

近い将来 
公社は、2017年度に、その戦略的および経営上の事業計画に沿
って、また、スウェーデン地方金融協同組合の2016年年次総会
で採択された持分保有者指令に従って、業務を継続していく。
特に重要視されているのは、適切な費用管理および業務のデジ
タル化水準の引上げを行い、組合員および顧客のニーズに応え

て事業を発展させることである。従業員の高い能力および自発
性が戦略的に重要である。

マクロ経済状況は依然として不安定であり、経済動向は、主
に、各国中央銀行の金融政策プログラムにより牽引されてい
る。スウェーデンにおける動向は、比較的良好とみられ、当該年
度においては安定的な経済成長および失業率の低下が継続す
ると予想される。人口増加が見込まれることから、都市化の進
展、人口構造の変化および地方自治体部門の投資の水準の高
さが持続することが予想される。公社は、継続的な協同組合の
組合員の増加および事業規模の拡大を見込んでいる。

公社は、地方自治体法に基づく投機の禁止に従って金融活
動を行っている。事業は、リスク負担水準は低くあるべきとす
る、厳格な要件に囲まれているものの、主に信用供与、市場お
よび流動性に係るリスクの形態でリスクを負っている。公社のリ
スクに対する体制およびリスク管理の詳細については、30－38
頁に記載されている。

EUの自己資本規制の発展により公社の事業が影響を受ける
可能性があるが、2016年11月に示された提案は、公社の資本要
件の軽減につながるものであった。詳細については38頁を参照
のこと。スウェーデンにおいて特別課税が検討されている。公
社はその進展に注目している。
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2013年度以降、地方自治体部門の外部借入総額
は名目ベースで急増したが、資金調達は依然とし
て相対的に低水準であった。2013年度から2016
年度の間、主として、地方自治体当局および地方
自治体の関係会社の間で投資が高水準であったこ
とに伴い、借入れは名目ベースで約1,000億クロー
ネ増加した。

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。2016年度末における地方自治体債務は、対
スウェーデンGDP比で、2013年度が12.4％であっ
たのに対して、13.1％と見積られた。

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。2016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48％(前年度：46％)を占めた。銀行
部門を通じての借入れは20％(前年度：23％)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31％(前年度：32％)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、2016

年度の完全なデータまたはコミューンおよびランスティング/リジョン自体の

年次報告書のいずれも入手不能であった。2015年度の金額および単位

は、2015年度年次報告書と比較して調整されている。

公社の貸付けの市場拡大
2016年度において、スウェーデンの地方自治体の借入市場は200億クローネ増加し
て5,680億クローネ(前年度：5,480億クローネ)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48％(前年度：46％)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(2015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

(2015年12月31日)現在の

数値である。

     損益計算書、貸借対照

表および資本変動表につ

いての注釈は、かかる財

務書類に関して本書51

頁、53頁および55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。2016

年度のデータは借入総額の見

積りに基づく。

  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
2016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。

当該年度末現在、公社の貸付金は2,770億クロ
ーネ(前年度：2,544億クローネ)に上った。名目ベー
スでは、貸付金は前年度比で9％増(前年度：15％
増)の2,740億クローネ(前年度：2,514億クローネ)
であった。名目取引高ベースで、2016年度の入札
の落札率は94％(前年度：93％)であった。

当該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76％(前年度：80％)およ
び1年以下の元本固定の貸付けが24％(前年度：20
％)であった。1年間から3年間の元本固定の貸付
けは、取引高の38％(前年度：42％)を占めた。

グリーン融資の取引高の増加
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、二酸化

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。2016年度末現
在、178億クローネに上るグリーン融資が83件(前
年度：11件)のプロジェクトに対して供与された。 

236の組合員がKI Finansの利用者である
2016年12月31日現在、協同組合の236の組合員(
前年度：144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)」を利用できた。協同組合
の164の組合員(前年度：125の組合員)が、フルスケ
ール・バージョンに申し込んだ。

顧客のニーズに合わせた貸付け
 2016年度において、公社の貸付けは増加し、2,770億クローネ(前年度：2,544億ク
ローネ)に達した。増加は地方自治体部門の投資ニーズおよび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825(前年度：853)のアクティブな借入人を擁しており、いずれも協同組
合の組合員または組合員が支配する法的団体である。 

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。

•  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

•  協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティング/リジ

ョンが単一または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

組合員数および貸付高、1987年－2016年

貸付ポートフォリオの
貸付商品別内訳
2016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)   、 46 (48) %

  Stibor商品(元本固定) 、 
52 (50) %

 公社金利商品、 0 (0) %

  3ヵ月物通知までのStibor
商品、 2 (2) %

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

組合員数 十億クローネ
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公社の債券に対する堅実な需要
2016年度中、公社は、公社の発行する有価証券に対
して好調な需要を経験した。Brexit(英国のEUからの
離脱)および米国での選挙により生じた不安定な市
場環境は短期的であり、市場の回復は早かった。当
該年度末にかけては、米国での政策金利の引上げに
より、債券市場では不安定な環境がある程度拡大し
た。

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継続
された。2016年度中、公社は、初めてグリーンボンド
を発行し、環境配慮型投資を支援するという具体的
な目標を有する新規投資家への投資機会を提供し
た。当該年度中、公社の主要な投資家（すなわち、各
国中央銀行、公的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
2016年度末現在、公社の借入総額は3,440億クロー
ネ(前年度：3,212億クローネ)に上った。

当該 年 度において、1, 0 4 2億クローネ( 前年
度：1,059億クローネ)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2017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およびその他複数の法域内において、
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462億クローネ(前年度：538億クローネ)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1,491億クローネ(前
年度：1,264億クローネ)であった。当該年度中、借入
総額の50％をスウェーデン・クローネ建とするという
目標が達成された。スウェーデン・ベンチマーク債プ
ログラムに基づく残存債券は合計7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、2016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3,440億クロ
ーネ(前年度：3,212億クローネ)に上った。

借入戦略－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。借入戦略は、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。

•  多くの戦略的借入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。

•  借入れの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、国際借入市場において、SSA(ソブリン、国際機関およ
び政府系機関)として分類される市場で発行しており、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(European Investment Bank (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(Nordic Investment Bank (NIB))

•  ドイツ農林金融公庫(Rentenbank)(ドイツ) 

借入れの通貨別内訳
2016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 (53) %

 米ドル  33 (35) %
 日本円 6 (4) %

 英ポンド 4 (–) %

 ユーロ 2 (6) %

 南アフリカ・ランド1 (–) %

 メキシコペソ、トルコ・リラ

      1 (1) %

 豪ドル 0 (1) %

新規借入れの
プログラム別内訳
2016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 45 (51) %

   ベンチマーク債による借
入れ(その他通貨建) 

      38 (22) %

 公募債 4 (8) %

  私募 6 (15) %

日本における債券の売出し   
7 (4) %
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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。公社の指針に
基づき、流動性準備金額は貸付額の最低15％か
ら最大35％までとしなければいけない。2016年
12月31日現在、当該準備金は貸付額の22％(前年
度：25％)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
公社は流動性を確保できる。2016年12月31日現
在、当該準備金の83％(前年度：87％)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
2016年度中、慎重さを継続することが管理で浸
透した。公的機関および国際開発銀行が発行した
有価証券への投資が選好されたことにより、カバ
ード・ボンドに対する投資の比重は減少した。

2016年度末現在、流動性準備金の77％(前年
度：77％)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。そのうち68％(前年度：72％)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。11％(前年度：8％)
は欧州の国際機関が発行した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。2016年度末現在、当該準備金
は601億クローネ(前年度：632億クローネ)であり、これは貸付額の22％（前年度：25
％）に相当した。

流動性準備金に
関する投資規則
•  投資は主として、各国政府

または政府保証付の金融
機関により発行された有
価証券に対して行われる
ものとされる。

•  投資は、少なくともBaa1(ム
ーディーズ)および/または
BBB+(S&P)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、30－38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
2016年12月31日現在 

 Aaa/AAA 77 (77) %

 Aa1/AA+ 16 (16) %

 Aa3/AA– 5 (7) %

 A1/A+ 2 (–) %

 A2/A 0 (0) %

流動性準備金の投資先
発行体別内訳
2016年12月31日現在 

  地方自治体または自治体
当局 10 (8) %

  各国中央政府または中央
銀行 21 (20) %

  国際開発銀行　　             
13 (9) %

  公共部門事業体 1 (2) %

  カバード・ボンド       
26 (32) %

  金融機関(北欧) 10 (9) %

  金融機関(欧州) 17 (16) %

  金融機関(欧州以外)           
2 (4) %

流動性準備金の投資先
所在国別内訳
2016年12月31日現在

 スウェーデン 51 (57) %

 ドイツ 17 (16) %

  国際機関(欧州) 11 (8) %

 フィンランド 9 (8) %

 デンマーク 5 (4) %

 豪州 1 (2) %

 カナダ 2 (2) %

 英国 2 (2) %

 オランダ 1 (1) %

  国 際 機 関 ( 欧 州 以 外 )                      
2 (1) %

 米国 0 (0) %
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公社は、スウェーデンの地方自治体部門および世
界的な金融市場において業務を行う、高度に専門
的な金融機関である。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、大学の学位を取得しており、
卒業後に上級学位を取得する課程まで進んだ者も
数多くいる。2016年度における従業員数(常勤およ
び試 用期間中の者)は、新規従 業員が6名(前年
度：8名)増え、合計91名(前年度：85名)となった。
当該年度中の従業員数(平均)は85名(前年度：78
名)であった。

戦略的な職務遂行能力の支援
当該年度中、ノウハウが重視される業務および競
争力の激しい業務を追求するため、業務面、対策
面および戦略面で活用できる職務遂行能力制度
が導入された。この職務遂行能力の支援プロセス
全般に積極的に取り組むことにより、業務方針や
業務戦略に沿って従業員と組織の能力を管理お
よび強化させ、また、組織的に従業員を魅了、成長
および維持することを目指している。 

雇用主としてのブランドの育成および開発
公社の雇用主としての魅力をさらに保護するため
に、組織と関連のある独自の一連のサービス、関
連団体、価値観および信条をまとめて明らかにす
る内部プロセスが展開されている。当該プロセス
の結果は、将来における潜在的従業員と意思疎通
を図る上での基盤を形成してくれる。公社独自の
基本的コンセプト、興味深い業務および専門能力
の育成に繋がる好機は、この主要な構成要素で成
り立っている。

平等および多様性の強調 
公社では、性別、民族性、宗教・信条、年齢、障
害、性的指向またはジェンダー・アイデンティティ

にかかわらず、全員に均等な機会を提供してい
る。公社内における年齢分布は、すべての年齢層
において均等であり、従業員の33％(前年度：34
％)は40歳から49歳であった。全従業員のうち、41
％(前年度：40％)は女性であった。上級執行役員
のうち、女性の割合は67％(前年度：67％)であっ
た。19頁の要約も参照のこと。

予防医療への取組み
持続可能な組織でいるため、公社は、すべての従業
員の健康に対する全面的な責任を積極的に負う必
要がある。公社の従業員は、仕事と私生活を持続
的に両立できなくてはならない。社会的環境およ
び組織的な職場環境に対する公社の予防対策の
一環として、「職場における持続可能な日常生活」
というコンセプトが当該年度中に導入された。この
コンセプトには、良好な物理的環境・社会的職場
環境、トレーニング、日常的運動および健康志向型
レクチャーからストレス管理、個別コーチングおよ
び自己啓発プログラムの提供にまで及ぶ幅広い分
野における取組みが含まれている。いずれもストレ
スおよび病気を軽減することが目標である。

社内における意思疎通
2016年度において、公社の全グループを対象にし
た、社内における意思疎通に関する大規模な取組
みが始まった。この試験的研究は各種研修対策で
補完され、継続的な取組みには社内で意思疎通
を図るための方針、制度および枠組みの強化が含
まれる。

経営陣に対する報酬
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。 

献身的な従業員がいる
持続可能な組織  
公社の業務の拡大および金融部門における新しい規制により、一段と厳しい要求
が組織としての公社に課されている。戦略的目標を総合的に達成するために、2016
年度の業務は、主に職務遂行能力の育成、社内での意思疎通および職場環境の問
題に焦点をあてた。

行動規範が指針を
提供している 
公社は価値観を重視する
組 織 で あ る 。行 動 規 範
は、公社の中核となる価
値観、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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クリスチャン・ラグナーツ氏は、以前、スウェーデ
ン金融監督局において、金融市場に関連する問題
および規制を担当する地域副マネージャーを務め
ていた。同氏はまた、AP7およびスウェーデン中
央銀行などの機関における、チーフ・ストラテジス
トおよびポートフォリオ・マネージャーを含む幅広
い経験を有する。公社は、長年、同氏の職務の対
象範囲内にあった。

同氏は、「私は、ほぼ全経歴において、公的機
関向けの大規模な資産ポートフォリオに関連する
業務を行ってきた。重要な社会的使命をもって資
産運用とポートフォリオ理論を結合させる機会を
持つことに、常に魅力を感じていた。民間事業者
の下で業務を行うよりも、中央政府または地方政
府において業務を行う方が、このような結合を行
いやすい。公社が地方自治体当局と協力して地方

自治体当局の比較優位を高めている価値を日常的
に目にすることができるため、公社の事業とその
社会にもたらす利益は、より直接的に結び付いて
いる。」と述べた。

同氏は、この役職に就任するにあたり、他の主
要な資産運用者が、運用任務と社会にもたらす利
益とを結合させて業務を行う方法についての経験
を取り入れる。同氏の数多くの異なる資産クラス
および国際的資本市場での業務経験は、貴重なも
のである。

同氏は、「公社の組織がまた、非常に現代的か
つ柔軟で、最先端の技術と実務方法を用いてい
ることが分かり、私が大きな障害になると懸念し
ていたストックホルムからエーレブローへの通勤
は、何の障害でもないことが分かった。」と話を
結んだ。

社会的役割が新たな
チーフ・ストラテジストを魅了
2016年9月、クリスチャン・ラグナーツ氏が、事業部門の新たに創設された役職である
チーフ・ストラテジストに任命された。「重要な社会的使命をもって資産運用とポート
フォリオ理論を結合させる機会を持つことに、常に魅力を感じていた。」

「公社の組織がま

た、最先端の技術

と実務方法を用い

ていることが分か

り、私が大きな障害

になると懸念して

いたストックホルム

からエーレブロー

への通勤は、何の

障害でもないこと

が分かった。」
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総資産は、当該年度末現在、22,560.4百万クローネ
(前年度：31,618.0百万クローネ)の貸付けの増加の
結果、361,725.4百万クローネ（前年度：340,626.3
百万クローネ）に増加した。

資本
2016年12月31日現在、資本は6,514.0百万クローネ
(前年度：4,344.3百万クローネ)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、54頁の資本変動表を参照のこと。)。

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、当該年度中に新株発行が行わ
れたことにより1,490.7百万クローネ(前年度：1,880.0
百万クローネ)増加した。当該年度末現在、株式資本
は5,417.1百万クローネ(前年度：3,926.4百万クロー
ネ)、54,170,590株(前年度：39,263,850株)に上っ
た。682.9百万クローネ(6,829,410株)はスウェーデン
会社登録局にその申請が登録され、2017年1月2日に
株式として登録された。

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：1,000.0百万クローネ)であった。
 
2017年度における余剰金の分配
協同組合の2017年年次総会の決定に応じ、協同
組合は、2016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、2016年度の年次決算において、公社はグル
ープ補助金458.7百万クローネ(前年度：545.4百
万クローネ)を拠出し、提案に基づく余剰金の分配
445.4百万クローネ（前年度：500.7百万クロー
ネ）も行った。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。出資金の見込額(未
承認)は34.9百万クローネ(前年度：90.7百万クロ
ーネ)である。

自己資本比率
公社は、業務のリスクに対応するために十分な自
己資本を有しており、自己資本比率は必要最低限
の基準を十分 余裕をもって上回っている。コア
T i e r 1 資 本 は 5 , 6 4 1 . 1 百 万ク ロ ー ネ ( 前 年
度：2,931.7百万クローネ)で、これに伴いコアTier1
資本比率は103.7％(前年度：44.6％)であった。総
自己資本は6,641.1百万クローネ(前年度：3,931.7
百万クローネ)で、総自己資本比率は122.1％(前年
度：59.8％)であった。詳細については、38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Tier1資本としての分類を認められない。2016
年12月31日現在、当該年度の株主の出資2,173.6
百万クローネのうち、1,490.7百万クローネがコア
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682.9百万クローネについてコア
T i e r 1 資 本 として 承 認 を 受 けるた め の 申 請
は、2017年1月10日にスウェーデン金融監督局に
登録された。

2016年度末現在、CRRに基づき報告された公

社のレバレッジ比率は1.56％(前年度：0.87％)であ

った。レバレッジ比率の要件は今後設定される予定

である。38頁を参照のこと。

格付け
公社は、ムーディーズから最上位の信用格付Aaa
を、またS&Pから最上位の信用格付AAAを取得し
ている。2016年10月および2016年7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)を安定的と確認した。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 
2016年度において、株主資本は2,169.7百万クローネ(前年度：1,968.9百万クローネ)
増加し、6,514.0百万クローネ(前年度：4,344.3百万クローネ)となった。これは主とし
て協同組合に対する新株発行によるものである。総自己資本は6,641.1百万クロー
ネ(前年度：3,931.7百万クローネ)であり、総自己資本比率は122.1％(前年度：59.8％)
であった。

資本
百万クローネ
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財務書類についての
注釈
51頁、53頁および55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。

年
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利益処分の提案

取締役会は、
当期利益 309,849,639 クローネ   
繰越利益 75,261,286 クローネ

公正価値準備金 9,808,169 クローネ

合計 394,919,094 クローネ

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
11.7％であるのに対して、総自己資本比率は122.1
％(前年度：59.8％)であった。提案された利益処
分後の自己資本は6,641.1百 万クローネ(前年

度：3,931.7百万クローネ)となり、最終的な最低所
要自己資本は435.1百万クローネ(前年度：526.4
百万クローネ)であった。項目の詳細については、
自己資本比率に関する注記30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財務書類に
ついての注釈を参照のこと。また、71頁の注記11
を参照のこと。

繰越金額 394,919,094 クローネ

うち、公正価値準備金への
資金 9,808,169 クローネ

うち、繰越利益への資金 385,110,925 クローネ

を以下のとおり処分することを提案している。
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リスク戦略
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。持分保有者指令に
従い、公社のリスク管理は、リスク負担の水準を低
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、32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。2016年12月31日現在、公社の
信用リスク・エクスポージャーの82％(前年度：79
％)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18％(前年度：20％)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0％(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の詳細は、注記3に
記載されている。カウンターパーティーによって相
殺されたデリバティブ・エクスポージャーについて
は注記29を参照のこと。

信用リスクは、信用供与におけるリスク、発行体リ
スクおよびカウンターパーティ・リスクに分類される。

低いリスク許容度および有効な
リスク管理
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。2016年度において、リスク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。

リスク値モデル
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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て、それらが
組合員となるための申請手続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。この分析を基に協同組合の組合
員である各地方自治体には0から13までのリスク値が
割り当てられ、そのリスク値は低いほど良いとされ
る。地方自治体当局がどのように様々なリスクグルー
プに分類されたかは、30頁の「リスク値別の地方自治
体当局」を示すグラフを参照のこと。

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。
高いリスク値、大規模債務および不利な動向がある
組合員は、追加の監視対象となる。この監視に関し
て公社が負担した追加費用を補うための管理費が
組合員に課されることもある。

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。

2016年度において、上位10の借り手が貸付けの
19％(前年度：20％)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。重要な業務は会社形態で行わ
れてい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るとされてい
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
保有者である協同組合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。流動性準備金総額
のうち最低97％は常時、少なくともA(S&P)または
A2(ムーディーズ)の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-(S&P)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。

2016年10月現在に締結された金利契約は中央清
算機関によって決済されなければならない。これに
よってカウンターパーティ・リスクをさらに制限するこ
とができる。

ISDA会員

公 社 は 国 際 ス ワ ッ プ・ デ リ バ テ ィ ブ 協 会
(International Swaps and Derivatives Association 
(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。

エクスポージャーは、市場で同等の契約を締結す
る際の費用を含む。かかる費用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。

信用リスク・
エクスポージャー
2016年12月31日現在

  貸付け、リスク・ウェイト
0％ 、 82 (79) %

  流動性準備金、リスク・
ウェイト0％、12 (12) %

  流動性準備金、リスク・
ウェイト10％および20
％、 5 (8) %

  流動性準備金、リスク・
ウェイト50％、 – (–) %

 デリバティブ、0 (1) %

信用の集中 －
貸付け内訳 
2016年12月31日現在

  上位10の貸付先、 
19 (20) %

  その他の貸付先、

 　 81 (80) %
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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グループ限度額を設定する。限度額はグループとして住民1人当りの連結
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。流動性準備金総額のうち最低97％はは常時、少なくともA(S&P)または
A2(ムーディーズ)の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。

新規の契約は、少なくともBaa1(ムーディーズ)またはBBB+(S&P)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。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(信用補完契約)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。公社の取締役会は指示を通してISDA契約およびCSAをどのようにして策定するか
決定する。

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、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、監視される。
大半の金利リスクおよび為替リスクならびに価格リスクは、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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担保契約
デリバティブおよびレポ取引の価値の変動により生じ
るリスクを抑制するため、公社は、デリバティブ契約に
対してはCSA(信用補完契約)を、またレポ取引に対し
てはGMRA(グローバル・マスター買戻契約)を、そのカ
ウンターパーティと締結する。これらにより公社は、一
定の条件下では担保を要求する権利を得るが、その他
一定の条件下では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。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。

2016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、2016年12月31日現在877.7百万クローネ(前
年度：1,723.0百万クローネ)であった。相殺および担
保の詳細については、注記3の「組合員の責任」の項
および注記29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
ーティに課せられた制限により制限される。投資ポ
ートフォリオにおける発行体への集中もまた国に課さ
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等のリスクにさら
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15
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5営業日間にわたり最
大25百万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。

2016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-21.0百万クローネ(前年
度：-10.0百万クローネ)であった。2017年1月2日現
在、全体のポートフォリオにおけるリスクは、-13.1百
万クローネで、再び制限内に収まった。2016年12月
31日現在、通貨別の金利リスクは、スウェーデン・ク
ローネについて-10.4百万クローネ(前年度：7.1百万ク
ローネ)、ユーロについて0.1百万ユーロ(前年度：0.0
百万ユーロ)、米ドルについて-10.8百万米ドル(前年
度：-2.9百万米ドル)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。

金利固定期間および金利エクスポージャーにつ
いての詳細は、注記3を参照のこと。

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
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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・エクスポージャーについての詳細
は、注記3の「為替リスク」の項に示されている。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0.2百万クローネ(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、公正価値で評価される

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。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。

2016年12月31日時点における公社の信用市場リス

クは、マーケットベーシススワップ・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6.6百万クローネ(前年度：2.6百万

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、株式または株価指数等の
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精算前に履行

できず、公社が代替の取引を締結するために費用の
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(前述の項を参照のこと。)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。 

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
高い費用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資金調達、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。

このビジネス・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。

過年度と同様、公社は、2016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、2件の米ドル建ベンチマーク債による借入れを行
い、クローネ建および米ドル建でグリーンボンドの発
行を行った。

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(信用補完契約)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。

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(53頁に
おける2016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2.6
年(前年度：2.8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2.1年(前年度：2.2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

流動性準備金の投資先
リスク・ウェイト別内訳
2016年12月31日現在

   リスク・ウェイト0％

　  69 (62) %

   リスク・ウェイト10％ 

       26 (32) %

   リスク・ウェイト20％
        5 (6) %

  リスク・ウェイト50％ 
– (–) %
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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2.3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1.7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、流動性準備金を維持することを決定した。公

社の指針に従い、流動性準備金の市場価値は貸付

総額の15％から35％までとする。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。
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ことは、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
ていることも意味する。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。公社にはユーロ建のLCRの報告日
によって生じるばらつきを示すユーロ建のわずかなア
ウトフローがある。

2016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7.1(前年度：3.4)、ユーロ建で
は12.9(前年度：7,742)、米ドル建では14.7(前年
度：6.1)であった。2016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7.0(前年
度：3.2)、また、米ドル建では11.3(前年度：5.5)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。2016年12月31日現在、
公社が、通常業務を維持しつつ乗り切れる期間の見
積りは、7.5ヵ月(前年度：9.4ヵ月)であった。

当該年度中、公社は、新たなCSAに関する規制が
流動性準備金へどのような影響を及ぼすかのストレ
ス・テストを実施した。ストレス・テストの結果は満足
できるものであったが、ストレスがあった際には特定
の流動性の課題が生じうることを示唆した。

資産および負債の残存期間に関する公社の流動

性エクスポージャーは、注記3の「償還情報」の項に
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。

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。特定の業務プロセスは、少
なくとも2名の従業員の承認を必要とする「4つの
目」の原則に基づき行われる。

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。

スウェーデン金融監
督局による流動性
カバレッジ比率(LCR)
2016年度の報告日現在 

3月31日現在

総LCR 5.48

ユーロ建の
LCR 71,794.14

米ドル建の
LCR 7.50

6月30日現在

総LCR 7.22

ユーロ建の
LCR 4.91

米ドル建の
LCR 21.88

9月30日現在

総LCR 6.72

ユーロ建の
LCR 2,044.54

米ドル建の
LCR 48.26

12月31日現在

総LCR 7.09

ユーロ建の
LCR 12.86

米ドル建の
LCR 14.71

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)
2016年度の報告日現在

3月31日現在

総LCR 4.67

米ドル建の
LCR 7.51

6月30日現在

総LCR 7.12

米ドル建の
LCR 7.66

9月30日現在

総LCR 7.04

米ドル建の
LCR 40.32

12月31日現在

総LCR 7.0

米ドル建の
LCR 11.28
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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
の緩和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を業務中に含むことにより、
緩和される。

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、または費用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。

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
るための手続を有している。戦略リスクは、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。

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
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。

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

信用審査グループ

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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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、金融リスクおよびオペレーショ
ナル・リスクならびに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。

信用審査グループは、取締役会または社長による
決定を要する新規のカウンターパーティ、新規の金
融商品およびその他の信用問題の評価について準
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、貸付金およびその他の貸借対照表項目ならび
に将来の規制に係る見通しだけでなく、事業利ざや
および費用に係る見通しに関する仮定に基づいてい
る。資本計画の支えとして、公社への持分保有者指
令では、好ましい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。

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。

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。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
価すること、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
び結果を報告することを意図している。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、例えば計算を評価す
ることにより、ICLAに関する質保証を行う。

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、未確定な面

がある(次頁の詳細を参照のこと。)。

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。

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、制限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

制限を適用する機会を委任している。

• 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。
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自己資本比率
2016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
5,438.4百万クローネ(前年度：6,578.9百万クローネ)
であった。コアTier1資本は5,641.1百万クローネ(前
年度：2,931.7百万クローネ)で、コアTier1資本比率は
103.7％(前年度：44.6％)であった。所要バッファーを
含む場合の法定要件は合計8.2％(前年度：7.8％)で
あった。Tier1資本は5,641.1百万クローネ(前年
度：2,931.7百万クローネ)で、Tier1資本比率は103.7
％(前年度：44.6％)であった。所要バッファーを含む
場合の法定要件は9.7％(前年度：9.3％)であった。総
自己資本は6,641.1百万クローネ(前年度：3,931.7百
万クローネ)で、総自己資本比率は122.1％(前年
度：59.8％)であった。所要バッファーを含む場合の
法定要件は11.7％(前年度：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。

公社の資本比率の高さの理由は、レバレッジ比率
の導入前に実施された資本増額によるものである。
以下を参照のこと。

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－公社の計画および準備  
2018年1月1日より新しく計画されている資本要件測定方法
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、Tier1資本を資産・負債のエクスポージャー
総額で除した比率と定義される。レバレッジ比率は、2014
年より関係当局へ報告されている。

2016年11月に欧州委員会はレバレッジ比率に関する提
案を含む自己資本比率規則(CRD/CRR IV)見直しのための勧
告を出した。欧州委員会の提案は、公社も含まれる可能性
がある「公共開発金融機関」(PDCI)に対する特定のレバレ
ッジ比率規則を含む。とりわけ、当該機関の業務は特定の
公共目的に制限されており、かかるエクスポージャーをカバ
ーする保証の手配がなされている。当該機関は、利潤のみ
を追求してはならない。

提案が成立され公社がPDCIとみなされた場合は、貸付
けはレバレッジ比率の算定で適用されたエクスポージャー
算定から控除される。このような算定方法によると、公社
は目安とされたレバレッジ比率の3％に十分余裕をもって達
している。しかしながら、欧州委員会の提案は最終的なも
のではなく、交渉のプロセスは始まっている。公社はこれら
の展開に積極的に参加している。
 

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、グループのエクスポージャー総額を考慮し
て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
レッジ比率要件の枠組みにより追加的な資本の増強が必

要とされる場合には、協同組合は主に組合員に支援を求め
ることを計画している。対策には追加の出資金および劣後
ローンの形でTier1資本調達証券、つまりスウェーデン語で
「överinsats」または「förlagsinsats」という協同組合の組
合員からの出資を含む可能性がある。

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
てもその他Tier1資本調達証券を発行することができる。

2016年度のレバレッジ比率
2016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1.56％(前年度：0.87％)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1.84％(前
年度：1.16％)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。レバレッジ
比率要件の状況が明確になるまでは、協同組合は、協同組
合および組合員間の既存の劣後ローンを新規の劣後ローン
またはTier1資本として算入できる別の資本形態のものに置
き換える計画を保留している。公社および協同組合間の劣
後ローンを置き換える計画に変更はない。

CRRに基づくレバレッジ比率を公社がどのように見積も
っているかは83頁の注記31を参照のこと。

レバレッジ比率
%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR

201620152014

  CRRに基づく                          
レバレッジ比率

  劣後ローンを含む                
レバレッジ比率

自己資本比率
%

0

30

60

90

120

150 Total kapitalrelation3, %   

Primärkapitalrelation2, %  

Kärnprimärkapitalrelation1, %  

20162015201420132012

 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)　2014年、2015年、2016年：CRRに基づく自己資本要件はそれぞれ

10.5％、11.3％、11.7％であり、そのうち所要バッファーはそれぞ
れ2.5％、3.3％、3.7％。2012年-2013年：バーゼルⅢに基づく自己
資本要件は8％。
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年
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  選任責任

 報告

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含む。基

協同組合の年次総会 

組合員/持分保有者

理事会

スウェーデン地方金融協同組合

社長兼最高経営責任者

資産・負債委員会
(ALCO)

信用審査グループ

執行役員グループ

リスク・コンプライアンス・
コントロール委員会(RCC)

取締役会

年次総会 

スウェーデン地方金融公社

一般監査人

最高リスク
管理責任者

内部監査人 

外部監査人

選任委員会

内部監査人

外部監査人

ガバナンスおよび管理体制への注力
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。

コンプライアンス
部門責任者
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本規則は、年次総会(以下「年次総会」という。)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21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、43頁に掲
載されている取締役会会長が代わりに遂行する。

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。

監査委員会
公社において取締役会は、監査委員会に課せられ
た任務を果たしている。2016年度中、監査委員会
は2回開催された。議題には、内部および外部監
査人のレビュー報告書を含む2015年度年次計算
書類および2016年度中間計算書類のリスク管理
が含まれていた。監査委員会は、公社の統制環境
に関する報告書、いわゆるアシュアランス・マップ
についても関与している。

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、2016年4月21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2015年度年次報告書を承認し、取締役
および社長の当該年度についての責任を解除し
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。

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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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・エリアソンおよびエリ
ック・ラングビーが年次総会で再任された。ラーシ
ュ・ヘイケンステンが、新取締役として選任され
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。アンダーシュ・ペランダーが
従業員代表に選任された。2016年秋に、ネディ
ム・ムルティックがアンダーシュ・ペランダーの後
任として従業員代表となり、ウルリカ・ゴンザレ
ス・ヘードクヴィストが従業員代表代理となった。
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
•  選任委員会の正式な業務計画の決定
•  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
およびスウェーデン地方不動産会社のために、1つ
の選任委員会が置かれている。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
8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。

協同組合が所有する会社の選任委員会
 2016年/2017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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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
2016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、ラーシュ・ヘイケンステン、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ネディム・ムルティックで構成
されていた。2016年秋、ネディム・ムルティックは
アンダーシュ・ペランダーの後任として従業員代表
となり、ウルリカ・ゴンザレス・ヘードクヴィストが
従業員代表代理となった。取締役は、43頁に紹介
されている。

報酬
2016年度について、年次総会では、取締役会会長
が550,000クローネ(前年度：550,000クローネ)
の報酬を受け取ることが決定された。その他の取
締役へは、300,000クローネ(前年度：300,000ク
ローネ)の固定報酬が決定された。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、2016年度は
2,258,000クローネ(前年度：1,895,000クローネ)
に上った。

2016年度における取締役会の活動 
2016年度において、取締役会は、定例の取締役会を8回（前年度：9回）、取締役会初会合を1回(前年度：1回)開催した。継続的な問題

に加えて、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
• 新たな問題
• リスクの枠組み
• 再生計画
• 自己資本問題
• 報酬問題 
• ローン・プログラムの更新
 • 新しい規則に関連する問題

• 取締役会評価
• 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
• 評価方針
• 組織問題
• 人事およびイノベーションに関する問題
• 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
コンサルタント

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：SABO(スウェーデン自治体住宅法人連合
会)理事長、Förvaltnings AB Framtiden最高経
営責任者、Riksbyggen取締役、チャルマース工
科大学財団法人理事長

その他の職務：Järntorgskvarteret管理株式
会社、会長  

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、事業主 

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メンバ
ー、NackaStrandsMässan AB、AB Solomおよ
びTexab AB会長、

ヨハン・トーングレン
コンサルタント
選任：2009年より取締役

学歴：ストックホルム商科大学経営学修士

前職：SASグループ上席副社長兼最高財務責
任者、SASグループにおいてグループ・ファイナ
ンス担当副社長、Svensk Exportkredit AB財務
担当者

その他の職務：SPP Fonder AB会長

ラーシュ・ヘイケンステン
ノーベル財団専務理事
選任：2016年より取締役 

学歴：ストックホルム商科大学博士、ウーメオ
ー大学およびグスタフ・アドルフス大学（アメ
リカ）名誉博士
前職：欧州会計検査院メンバー、スウェーデン
中央銀行総裁、国際決済銀行(BIS) 一般理事会
メンバーおよび欧州中央銀行のジェネラルカウ
ンセル、ハンデルスバンケンにおいてチーフエ
コノミストおよびスウェーデン財務省財務局長
その他の職務：Trygghetsstiftelsen会長

ネディム・ムルティック 
従業員代表

選任：2016年より取締役

学歴：エーレブロー大学経営学修士、ストック
ホルム大学CFA協会認定証券アナリスト

公社での役職：カスタマーマネージャー 

その他の職務：スウェーデン地方不動産会社
副会長、地区労働組合メンバー

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、Public 
Partner AB会長、Karlstad Innovation Parkメン
バー
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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、協同組合および
スウェーデン地方不動産会社においても外部
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2016年年次総会において、ケーピーエ
ムジー(KPMG AB)が、2020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。ケーピーエムジーは、公認会計士の

アンダーシュ・タグデ氏を主任監査人として任
命した。包括的な責任を持つ監査人は、取締
役会と少なくとも1年に2回は会合を行う。アン
ダーシュ・タグデ氏のその他の監査業務担当
先には、北欧投資銀行およびOK-Q8銀行が含
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2016年年次総会において、以
下の公社ついての一般監査人が、2020年年
次総会の終了までを任期として任命された。
バーブロー・ハッセル(S)、スカーラ・コミューン
（新任）
セシリア・レーフグレン(M)、イェーフェラ・コミ
ューン（新任）

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 

2016年度
報酬 2016年度 

(クローネ)
報酬 2015年度

 (クローネ)
エレン・ブラムネス・　　　　　
アルヴィドソン

独立 8回(9回中) 550,000 500,000

アンナ・フォン・クノーリング 独立 9回(9回中) 300,000 263,333
クート・エリアソン 独立 9回(9回中) 300,000 263,333
ヨハン・トーングレン 独立 9回(9回中) 300,000 253,333
エリック・ラングビー 独立 9回(9回中) 300,000 225,000
アンナ・サンドボリィ 独立 8回(9回中) 300,000 263,333

ラーシュ・ヘイケンステン 独立  
(2016年に新任)

5回(6回中) 207,500 -

カタリーナ・ラーゲルスタム 独立  
(2015年に退任)

- - 63,333

ローレンツ・アンダーション 独立  
(2015年に退任)

- - 63,333

ネディム・ムルティック 従業員代表(2016年に新任) 3回(3回中) 報酬を受けていない。 報酬を受けていない。

アンダーシュ・ペランダー 従業員代表(2016年に退任) 7回(8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は文書で規定され
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。2016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(業務執行副社長兼
最高業務責任者(COO))、ヨハンナ・ラーション(最
高財務責任者)、マーリン・ノルベック(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。

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 2016年 3,181,015 90,192 - 951,711 4,222,918

2015年 3,038,063 91,092 – 765,581 3,894,736
マリア・ビームネ 2016年 2,036,770 - - 461,729 2,498,499

2015年 1,993,017 – – 343,752 2,336,768

その他の執行役員グループ1 2016年 3,011,950 8,734 - 887,556 3,908,240

2015年 3,791,792 14,037 – 1,144,566 4,950,395
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2

2016年 16,345,388 46,339 - 3,656,964 20,048,691

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

1) その他の執行役員グループの給与および報酬は、契約雇用者1名への報酬は含まれない。68頁の注記8も参照のこと。

2)  執行役員グループ以外。かかるグループは、次の役職の24名の従業員から成る。資金調達部門責任者、貸付部門責任者および顧客マネージャー、資
金調達マネージャー、金融資産分析部門責任者、経理マネージャー、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。2015年の
かかるグループは12名の従業員から成っていたため、2015年のデータと2016年のデータは比較できない。

マリア・ビームネ、
業務執行副社長兼最高業務責任者 
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(2013
年版COSO)に基づいている。当該COSOは統制環
境、リスク評価、統制活動、情報・伝達および監視
の5つの要素から成っている。公社のプロセスは、
業務に関して設定された目標に基づいており、か
かる業務は、適正で効率的な組織および管理、信
頼できる財務報告ならびに法令、規則、内部規則
だけでなく一般に認められた慣例および基準を遵
守する良質な能力を確保するよう企図されてい
る。下記にかかるプロセスが図式化されている。 

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。

財務報告に関する内部統制に
ついての取締役会の報告

内部統制および管理のプロセス

戦略的目標

(始点)

仕事の識別
監視および評価を含む監督 

報告 様々なレベルでの

業務上目的の目標形成

リスクの識別、

評価および管理
情報・伝達

環境および活動の統制
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・財務会計に関する指示
・倫理方針／持続性方針
・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、グループ
および本質的なプロセスを網羅している。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。

リスク評価は、事業／影響およびプロジェクト
リスクの観点から、公社のデータ(プロジェクト、仕
事または活動)のためにも実施されている。

業務上プロセス
公社の業務上プロセスは、内部に関連した循環性
のある活動であり、組合員および顧客のニーズを
満たすためのものである。公社の場合、基本的な

事業プロセスは、組合員の管理、貸付管理および
流動性管理である。業務上プロセスは、個々の部
門に限られておらず、通常いくつかの部門に及ん
でいる。

業務上プロセスは、リーダーシップ・プロセスお
よびサポート・プロセスによって補完されている。
リーダーシップ・プロセスとは、最も重要なプロセ
スのうちの1つであり、組織のその他のプロセスの
計画、管理、改善およびレビューの実施とともに、
公社の目標、戦略、規則および制限の決定を下す
働きとなる。

公社内のサポート・プロセスは、直接または間
接的な業務上のプロセスを支えている。かかるプ
ロセスは通常、他のプロセスまたは直接的な顧客
としての内部利害関係者を持つ。サポート・プロ
セスは、業務上プロセスを可能な限り機能させる
ために必要であり、いかに上手く業務上プロセス
を支えることができるかを基に評価されるべきで
ある。

統制活動
公社の管理構造は、認識されたリスクを考慮して
定義および表された統制活動に基づいている。統
制環境の組織は、下記の3つの防衛ラインに分類さ
れる。公社の第1の防衛ラインおよび第2の防衛ラ
インでは確認が行われており、第3の防衛ラインで
は内部監査によりレビューが実施されている。

顧客の満足顧客の
ニーズ 組合員の管理 流動性管理貸付管理

外部要求

公社の業務上プロセス

サポート・プロセス

プロセスの推進
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  1．第1の防衛ラインは、業務に関するものであ
り、業務で生じるリスクの特定、コントロールお
よび管理に責任がある。

2．第2の防衛ラインは、業務とは分けられ、リス
ク・コントロール部門およびコンプライアンス
部門から構成されている。かかる部門は、リス
クおよびコンプライアンスが業務上どのように
管理されているのか監視および確認しており、
内部リスク報告との関連と同様に、効果的なリ
スク管理のプロセスおよび規則の遵守統制の
導入をサポートしている。かかる部門は、内部
および外部報告の任務も負っている。

3．第3の防衛ラインは、内部監査部門である。同
部門はリスク・ベースで、取締役会および経営
陣に対し、公社がリスクを評価し管理する方法
について報告を行う。これには、第1および第2
の防衛ラインの手続きが含まれる。

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)、リスク・
コンプライアンス・コントロール委員会(RCC)およ
び信用審査グループ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。

監視
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。

公社の取締役会は、管理およびコントロール部
門により提出される情報を継続的に評価してい
る。かかる監視は、とりわけ、活動のいかなる欠陥
も是正され、年次自己評価ならびに内部および外
部監査による対策案が考慮されることを保証して
いる。その他に、経営陣、内部監査およびリスク・
コントロールおよびコンプライアンス担当が定期
な確認および監査を行う。

適用した評価モデルは、最高財務責任者により
承認され、公社のALCO(資産・負債委員会)および
取締役会に対して報告される。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。

公社の統制活動

最高経営責任者

第1の防衛ライン
・ 業務

・ サポート機能

第2の防衛ライン
・ リスク管理

・ コンプライアンス

第3の防衛ライン
・ 内部監査

外部
・ 外部監査

・ 一般監査人

取締役会

持分保有者

報
告

指
令

(それぞれが)独立
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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 2016年 2015年

利息収益 2 654.0 1,438.3

利息費用 2 108.0 –639.8

純利息収益 4 762.0 798.5
支払手数料 5 –5.2 –5.3

金融取引純利益 6 –131.9 165.7

その他営業収益 7 5.4 2.7

営業収益合計 630.3 961.6

一般管理費 8 –221.0 –283.0

無形資産減価償却費 19 –4.2 –4.0

有形資産減価償却費 20 –1.9 –1.9

その他営業費用 9 –5.0 –4.2

営業費用合計 –232.1 –293.1

金融資産の減損 – –13.0

営業利益 398.2 655.5
税金費用 10 –88.4 –94.2

当期利益 11 309.8 561.3

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 2016年 2015年

当期利益 309.8 561.3

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 56.6 –60.2

損益計算書に振り替えられた売却可能金融資産 – 0.1

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税金 10 –12.5 13.2

その他包括利益 44.1 –46.9
包括利益合計 353.9 514.4

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、762.0百万クローネ(前年
度：798.5百万クローネ)に減少した。かかる減少は主として、自己資
本増強の戦略を変更したことに伴い2014年秋の時点で実施された貸
付けの利ざやの縮小の影響による。かかる縮小は2015年度をほぼ通
して純利息収益に重大な影響は及ぼしていなかったが、2016年度に
おいては、貸付けの割合が増加するにつれ利ざやの縮小により徐々
に影響を受けたため、より大きな影響を与えている。

2015年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。
利息収益のマイナスは利息費用として計上され、当該年度におい
て、151.0百万クローネ(前年度：5.6百万クローネ)であった。利息収益
および利息費用の認識方法の詳細については、注記2を参照のこと。

金融取引純利益
金融取引純利益はマイナス131.9百万クローネ(前年度：プラス
165.7百万クローネ)であった。マイナス195.5百万クローネ(前年度：
プラス124.2百万クローネ)の未実現の市場価値変動に加え、プラス
63.4百万クローネ(前年度：プラス37.8百万クローネ)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。

当該年度において、外貨建で資金を調達する場合の資金調達コ
ストに起因する未実現の市場価値変動の結果は、直接スウェーデ
ン・クローネ建で資金を調達する場合よりも有利なものであった。
負債には公正価値で計上される外貨建の資金調達のみが含まれる
ため、これは、時価評価される商品に関する公社の資金調達と貸付
けコストの利ざやの拡大をもたらし、逆の市場価値変動を生んで
いる。詳細については、注記6を参照のこと。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。詳細については、注記28を参照のこと。

公社は、金融商品の売却に関連して、その他包括利益から当期
利益/損失に－百万クローネ振り替えた(前年度：0.1百万クローネ
の損失を振替え)。

営業費用
営業費用は232.1百万クローネ(前年度：293.1百万クローネ)に上
り、31.4百万クローネの破綻処理費用(2015年度には120.5百万ク
ローネの従前の安定化政策費用)が含まれていた。
　2016年、破綻処理費用が安定化政策費用に取って代わり、当該
費用は貸付けを控除した総資産のリスク調整後の比率に相当す
る。リスク調整後の比率は、他の機関が欧州委員会の権限委譲規
則 (EU)2015/63に従い当該費用を支払うことを要求されるのに対
して、公社のリスク・プロファイルによって決定される。移行規定に

基づき、2016年度の破綻処理費用は半分減額されており、公社に
ついてはスウェーデン王国理財委員会(the Swedish National Debt 
Office) により31.4百万クローネと定められている。2015年度には安
定化政策費用が公社の営業費用の41％を占めたのに比して、破綻処
理費用は14％であった。2016年度において、公社は、安定化政策費
用につき計上済準備金の戻入を含めて0.2百万クローネの費用も有
していた。

破綻処理費用を除くと、営業費用は200.7百万クローネ(2015年
度には安定化政策費用を除いて172.6百万クローネ)であり、このう
ち、人件費が118.8百万クローネ(前年度：102.6百万クローネ)、その
他の費用が81.9百万クローネ(前年度:70.0百万クローネ)であった。
人件費の増加は主として従業員数の増加に起因する。加えて、労働
予防医療および従業員採用活動の取組みが人件費の増加の一因で
あった。公社はプロジェクトのために数名の有期臨時雇用者を採用
し、また契約雇用者を進行中の採用活動においていくつかの職務に
つけたため、2016年度において、契約雇用者に係る費用も5.2百万
クローネ増加した。2016年度には、契約雇用者に係る費用は人件費
(従前はその他一般管理費)として会計処理されている。2015年度の
比較数値は再表示されている。

施 設に係る費 用は、施 設の 拡張 およびその改修に起 因し
て、2016年度には2.3百万クローネ増加した。コンサルタント費用は
7.8百万クローネ増加した。コンサルタント費用の増加の主な理由は
公社のIT戦略の変更である。これにより公社は現在、既存の業務シ
ステムを保有しており、サプライヤーから直接コンサルティング・サー
ビスを利用している。業務システムは従前は提携サービス契約付き
でリースしていたが、かかる変更により公社のIT費用は削減された。
さらに、コンサルタント費用の増加は、規制遵守に関連するコンサル
ティング・サービスの利用増加にも起因している。

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、398.2百 万クローネ(前年
度：655.5百万クローネ)であった。営業利益にはマイナス195.5百
万クローネ(前年度：プラス124.2百万クローネ)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、593.7百万クローネ(前年度：531.3百万クローネ)であっ
た。税引後利益は、309.8百万クローネ(前年度：561.3百万クロー
ネ)であった。

税金費用
損益計算書において認識された2016年度の税金費用は、88.4百万
クローネ(前年度：94.2百万クローネ)であった。グループ補助金の
支払により課税所得が減じられ、2016年度には－百万クローネ(前
年度：－百万クローネ)であった。注記10を参照のこと。

10.
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財務書類
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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 2016年 2015年

資産
担保適格国債 12 16,964.4 16,839.4

金融機関に対する貸付金 3 1,122.3 699.9

貸付金 3,13 276,982.1 254,421.7

債券およびその他利付証券 14 42,003.9 45,688.4

株式および出資持分 15 3.3 2.8

関連会社株式および出資持分 16 – 0.5

子会社株式および出資持分 17 42.0 42.0

デリバティブ 3,18,29 24,449.8 22,775.6

無形資産 19 13.4 15.7

有形資産 20 7.6 4.6

当期税金資産 79.0 79.0

その他資産 14.6 17.0

繰延税金資産 10 28.1 28.1

前払費用および未収収益 14.9 11.6

資産合計 361,725.4 340,626.3

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 2,396.1 2,303.5

有価証券 3 341,579.4 318,943.6

デリバティブ 3,18,29 9,390.5 11,723.1

その他負債 21 810.4 2,163.5

未払費用および前受収益 22 30.9 144.9

年金および類似の債務に対する引当金 23 4.1 3.4

劣後債務 24 1,000.0 1,000.0

負債および引当金合計 355,211.4 336,282.0

資本
制限資本 
 株式資本 5,417.1 3,926.4

     進行中の新株発行 682.9 –

 開発支出準備金 1.6 –

 法定準備金 17.5 17.5

非制限資本
 公正価値準備金 9.8 –34.3

 繰越利益/損失 75.3 –126.6

 当期利益 11 309.8 561.3

資本合計 6,514.0 4,344.3
負債、引当金および資本合計 361,725.4 340,626.3

財務書類
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公社の貸借対照表の構造　2016年12月31日現在
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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、361,725.4百万クローネ(前年度：340,626.3百万
クローネ)に増加した。貸付金は、総額276,982.1百万
クローネ(前年度：254,421.7百万クローネ)に上った。
流 動 性準 備 金 は6 0 , 0 9 0 . 6百 万クローネ( 前 年
度：63,227.7百万クローネ)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なら
びに債券およびその他利付き証券から成る。公社の
指針に基づき、流動性準備金は貸付額の最低15％か
ら最大35％であることとされている。

当該年度において、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(Admin ist rat ive 
Solutions NLGFA AB)についての任意清算が行われた。
その後、公社は関連会社株式は保有していない。

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24,449.8百万ク
ローネ(前年度：22,775.6百万クローネ)および
9,390.5百万クローネ(前年度：11,723.1百万クロー
ネ)であった。

負債
公社の 負債は、3 55 , 211.4百 万クローネ( 前年
度：336,282.0百万クローネ)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資金
調達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：1,000.0百万クローネ)であった。注
記24を参照のこと。

公社の貸借対照表
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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。2016年度末現在、流動
性準備金は期限前償還可能
な資金調達を515億クローネ
上回った。

B.  2016年度末現在、公社の長期
資金調達は、長期貸付金を
715億クローネ上回った。
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カバード・ボンドおよび保証付投資
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デリバティブ

その他負債
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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 
進行中の 
新株発行

開発支出 
準備金1

法定 
準備金2

公正価値
準備金3

繰越利益
/損失

当期 
利益

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

期中資本組入れ –

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

利益処分 568.4 –568.4 0.0

新株発行 1,880.0 1,880.0

進行中の新株発行 -

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

2016年1月1日現在の前期繰越資本 3,926.4 – – 17.5 –34.3 –126.6 561.3 4,344.3

当期利益 309.8 309.8

期中資本組入れ 1.6 –1.6 0.0

その他包括利益 44.1 44.1

包括利益合計 – – 1.6 – 44.1 –1.6 309.8 353.9

株主との取引

利益処分 561.3 –561.3 0.0

新株発行 1,490.7 1,490.7

進行中の新株発行 682.9 682.9

グループ補助金 –458.7 –458.7

グループ補助金に関する税効果 100.9 100.9

株主との取引合計 1,490.7 682.9 – – – 203.5 –561.3 1,815.8

2016年12月31日現在の 
次期繰越資本 5,417.1 682.9 1.6 17.5 9.8 75.3 309.8 6,514.0

1)  開発支出準備金は内部で発生した開発支出で構成されている。

2)  法定準備金は従前の制限資本に対する法定準備金をいう。当該要件は2006年1月1日に廃止されており、以前の準備金が残存している。

3)  公正価値準備金は売却可能金融資産で構成されている。
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資本変動表についての注釈
資本
2016年度末現在、公社の資本は、協同組合への
458.7百万クローネ(前年度：545.4百万クローネ)のグ
ループ補助金の支払の後、6,514.0百万クローネ(前
年度：4,344.3百万クローネ)に上った。公社の資本の
増加は主に、新株発行および682.9百万クローネ(前
年度：－百万クローネ)の進行中の新株発行による
1,490.7百万クローネ(前年度：1,880.0百万クローネ)
の株式資本の増加に起因している。また資本は「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。50頁の包括利益計算書
を参照のこと。

株式資本の強化
協同組合の持分保有者指令に従い、公社の資本は、
公社の株式資本によって増強されている。このため
の主な方法には組合員から協同組合に対する資本注
入を含み、かかる資本注入が株式資本として公社に
拠出される。2016年度における株式資本の増額合
計は1,490.7百万クローネに上り、これは2015年度か
らの資本注入を指す。進行中の新株発行は、632.2
百万クローネ(前年度：1,880.0百万クローネ)に上る
協同組合の既存組合員からの出資および50.7百万
クローネ(前年度：－百万クローネ)に上る2016年度
中の新規組合員からの出資に関連するものであっ
た。 

株式資本
当該年度末現在、株式資本は5,417.1百万クローネ
(前年度：3,926.4百万クローネ)、54,170,590株(前

年度：39,263,850株)に上った。そのうち、682.9百
万クローネ(6,829,410株)は、スウェーデン会社登録
局に申請中として登録され、2017年1月2日付で本登
録された。払込日現在、1株当り額面100クローネの
株式すべてが全額払込済みである。株式資本はす
べて協同組合の組合員に帰属しており、売買可能な
株式はない。

開発支出準備金
年次会計に関する法律の改正により、開発支出準備
金が導入された。1.6百万クローネ(前年度：－百万ク
ローネ)のかかる資金は当該年度における内部の開
発支出の資本組入れに相当し、当該資金から非制限
資本へ振り替えられた減価償却の比例配分で調整さ
れている。

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) 2016年 2015年

営業活動
営業利益 398.2 655.5

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 201.1 –104.4

税金の支払 –0.4 66.2

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 598.9 617.3
流動性準備金の増減 2,051.0 7,633.6

貸付金の増減 –22,558.3 –32,734.2

その他資産の増減 –0.9 –29.8

その他負債の増減 –107.8 2.6

営業活動からのキャッシュ・フロー –20,017.1 –24,510.5

投資活動
無形資産の取得 –1.9 –18.1

有形資産の取得 –5.0 –0.5

有形資産の処分 0.3 –

関連会社株式の処分 1.8 –

投資活動からのキャッシュ・フロー –4.8 –18.6

財務活動
利付証券の発行 129,345.1 121,888.3

利付証券の償還および買戻し –109,256.9 –103,395.5

新株発行 2,173.6 1,880.0

グループ内債務の増減 –1,817.5 834.1

投資活動からのキャッシュ・フロー 20,444.3 21,206.9

当期のキャッシュ・フロー 422.4 –3,322.2

期首現金および現金同等物残高 699.9 4,022.1

期末現金および現金同等物残高 1,122.3 699.9

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 6.1 5.9

有形資産の処分による利益 –0.1 –

関連会社株式の処分による利益 –1.3 –

金融資産の増減による為替レート差額 0.9 0.9

未実現の市場価値変動 195.5 –124.2

金融資産の減損 – 13.0

合計 201.1 –104.4

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息
受取利息1 787.1 1,780.1

支払利息2 –42.3 –978.1

1)   受取利息には、公社の貸付けおよび投資に関連して支払われ受領された支払および公社の貸付けおよび投資をヘッジするために用いられたデリバティブ契約に関連して支払われ受領
された支払が計上されている。

 2)  支払利息には、公社の資金調達に関連して支払われ受領された支払および公社の資金調達をヘッジするために用いられたデリバティブ契約に関連して支払われ受領された支払が計上
されている。
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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2016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：SE716453-2074)である。

年次報告書の公表については、2017年2月14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、2017年4月20
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。また、法人の会計に関するスウェーデ
ン財務報告委員会からの勧告(RFR2)も適用されている。

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。

金融商品に関連するリスクの性質および範囲についての情報
は、30頁－38頁に記載されている。

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17を参照のこと。年次報告書は、親団体であるスウェー
デン地方金融協同組合により作成されており、ホームページwww.
kommuninvest.se上に公表されている。

新基準および改正基準ならびに解釈指針
年次会計に関する法律(以下「ÅRL」という。)の改正により、備忘項
目が貸借対照表から除外され、その代わりに注記に記載されるよう
になり、また開発支出準備金が資本に組み入れられるようになっ
た。当該準備金は内部で発生した開発支出に相当し、当該資金から
非制限資本へ振り替えられた減価償却の比例配分で調整されてい
る。

当該年度中に導入されたその他の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重大な影響を及ぼしていない。

新規および改正された法令、基準ならびに解釈指針でまだ効力を    
生じていないもの
2016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、EUにより適用が採択された時点で規則を適用する。

その他の新規および改正された法令、基準ならびに解釈指針で
まだ効力を生じていないものは、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。

IFRS第9号「金融商品」
当該基準は、2018年1月1日付で効力が生じ、IAS(国際会計基準)第
39号「金融商品：認識および測定」に取って代わる。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
性質および公社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、公社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、モデルが予想信用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
じる信用損失に係る引当金を含む。

2016年度において、IFRS第9号への対応作業は、当該基準が提
示する可能性を踏まえ、公社の業務につき可能な限り公正な概観
を提供することに重点を置いた。実施のプロセスは2017年度にお
いても継続され、第3四半期中に完了見込みであり、IFRS第9号に
基づく初回報告は2018年6月30日時点に関するものとなる。

IFRS第9号の導入は、計上される利益、財政状態にマイナスの
影響を及ぼす可能性があり、したがって、公社の自己資本につき、
特にかかるIFRS第9号において、発生信用損失ではなく予想信用損
失で報告される必要が生じる。現在、減損テストの対象になると予
想されているのは、損益を通じて公正価値で測定されない投資お
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よび貸付けである。スウェーデン地方金融協同組合の組合員およ
び組合員が所有する関係会社(ただし、かかる組合員が保証を付与
する場合とする。)に限り貸付けが行われ、また高い信用格付を有
する企業へ投資を行うという公社の非常に特殊な事業モデルによ
り、予想信用損失に係る引当金が利益、財政状態および自己資本
に及ぼす影響はごくわずかであると推定される。公社は、その30年
にわたる歴史の中で、貸付業務または投資業務において信用損失
を被ったことはない。

IFRS第16号「リース」
IFRS第16号「リース」は、2019年1月1月に効力を生じる新たなリー
ス基準であり、IAS第17号「リース」に取って代わる。

新たなリース基準における重要な相違点は、リースがファイナン
ス・リースまたはオペレーティング・リースの借手に分類されなくな
ることである。代わりにモデルが導入され、かかるモデルによってリ
ースは貸借対照表に資産計上される。貸借対照表への影響の範囲
は、契約が延長されることが合理的に確実な場合を除き、リース期
間に基づく。合理的に確実な場合は、資産計上は将来の契約期間
に基づく。

他の相違点は、リースの費用計上が2つの部分に分けられること
である。一方は営業利益に帰属し、他方はリース負債に対する利息
費用として分類され、利息純額で費用計上される。ただし、IFRS第
16号には短期リース(1年未満)および小額資産に関する契約につい
ての除外規定も含まれている。その基準において、IASB(国際会計
基準審議会)は5,000米ドルというガイドラインを示しているが、何
を小額として分類するかを規定していない。

リースの貸手については、IFRS第16号は重要な変更はない。新
基準でもリースの貸手にとってはオペレーティング・リース契約およ
びファイナンス・リース契約である。

公社はファイナンス・リース契約を有していない。現在公社が有
するオペレーティング・リース契約の大半は小額資産であると考え
られ、したがって、IFRS第16号に基づく除外規定の対象となり、従
来と同様に計上され得る。資産計上されることとなるリース契約は、
子会社であるスウェーデン地方不動産会社が所有する事業所施設
に係るリースである。契約が延長される可能性が高いことから、資
産計上に関連して評価を行うことが必要である。ただし、賃借料が
年間約3.5百万クローネであるため、当該金額は公社の利益、財政
状態および自己資本に関して重要ではない見込みである。

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。

公正価値で測定される資産および負債について、価値は入手可
能な市場価格が活発な市場に基づくか否かの評価により影響を受
ける。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28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28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。2016年度
において、関連会社のアドミニストラティブ・ソリューションズ
NLGFA社(Administrative Solutions NLGFA AB)は任意清算が行わ
れた。その後、公社は関連会社の株式は保有していない。

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、実効金利法を適用し、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。

利息収益は、貸付けおよび投資からの利息収益ならびに貸付
けおよび投資をヘッジするデリバティブに関する利息収益および
利息費用で構成されている。

利息費用は、資金調達に関する利息費用ならびに資金調達をヘ
ッジするデリバティブに関する利息収益および利息費用で構成さ
れている。

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、現行の金利状況では、多くの場合、公社は資金調達とその
デリバティブ・ヘッジにより利息を得えていることになる。これによ
って、利息費用合計がプラスの金額になっている。

2015年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
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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28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、金融資産からキャッシュ・フローまでの契約上の
権利が停止する時点で、あるいは金融資産の移転があり、すべての
重要な点において、公社が金融資産の所有権に関連するリスクお
よび利益のすべてを他者へ移転する時点で、貸借対照表から除去
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。

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を含む。

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。資金調達、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、固定金利での資金調達および仕
組み資金調達、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。
固定金利での資金調達をこの分類に分類している理由は、かかる
資金調達が、デリバティブを用いて、財務上は公正価値でヘッジさ
れ、また資金調達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。資金調達ではなく、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、かかる資金調
達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
デリバティブと資金調達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、発生主義原
価で評価され、支払われる予定額、すなわち貸倒れを控除して認識
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
金融機関に対する負債、有価証券、劣後債務および支払勘定等の
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
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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。

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。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、2016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、減価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。

減価償却費は、無形資産の見積耐用年数にわたり定額法で損
益計算書に認識されている。従前は取得年の1月に減価償却を開
始していたのに対して、2016年10月以後、資産の減価償却は取得
月に開始されている。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廃棄または売却の際に、または資産の使
用、廃棄/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。資産の売却または廃棄から生じる可
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。従前は資産の取得年の1月に減価償却を開始していたのに
対して、2016年10月以後、資産の減価償却は資産が取得され、か
つ使用された月に開始されている。公社は、設備の耐用年数を3
年、あるいは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、支払給与税ならび
にその他の社会保障費用を含む人件費、臨時/契約雇用者費用、研
修費およびその他の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、破綻処理費用(従前の安定化政策費用)、コン
サルタント費用、施設管理費用、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。

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。

注記2続き
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注記2続き 

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。

税金
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、損益計算書において認識される。ただし、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、付随する税金も、そ
の他包括利益または資本の部において認識される。
　当期に係る税金は当該年度に対して支払わねばならない税金で
ある。またこれには、過年度に起因する当期に係る税金の調整も含
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ポートフォリオの増減を含む。投資活動
は有形資産および無形資産への投資を含む。財務活動は有価証券
の発行および発行済有価証券の償還/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
の発行を純額で計上している。また財務活動は新株発行および連
結債務の増減を含む。

セグメント情報
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。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。
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注記 3 金融リスク

リスク管理に関する情報については、30頁－38頁を参照のこと。

信用リスク・エクスポージャー

2016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 276,982.1 - 276,982.1 - 276,982.1

合計 276,982.1 - 276,982.1 - 276,982.1

有価証券
国債およびその他公的機関に
よるもの
– AAA 10,499.8 - 10,499.8 - 10,499.8
– AA 6,464.6 - 6,464.6 - 6,464.6
その他の発行体によるもの

– AAA 35,827.4 - 35,827.4 - 35,827.4
– AA 6,263.8 - 6,263.8 - 6,263.8
– A 1,035.0 - 1,035.0 - 1,035.0
– BBB - - - - -
合計 60,090.6 - 60,090.6 - 60,090.6

デリバティブ
– AAA - - - - -
– AA 11,120.1 - 11,120.1 6,665.7 4,454.4
– A 9,208.7 - 9,208.7 5,709.7 3,499.0
– BBB 4,121.0 - 4,121.0 3,247.6 873.4
合計 24,449.8 - 24,449.8 15,623.0 8,826.8

債務
地方自治体の保証に対する未実行の
約定済貸付金 1,765.4 - 1,765.4 - 1,765.4
合計 1,765.4 - 1,765.4 - 1,765.4

信用リスク・エクスポージャー総額 363,287.9 - 363,287.9 15,623.0 347,664.9

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
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注記 3 金融リスク

2016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 276,982.1 - 276,982.1 - 276,982.1

合計 276,982.1 - 276,982.1 - 276,982.1

有価証券
国債およびその他公的機関に
よるもの
– AAA 10,499.8 - 10,499.8 - 10,499.8
– AA 6,464.6 - 6,464.6 - 6,464.6
その他の発行体によるもの

– AAA 35,827.4 - 35,827.4 - 35,827.4
– AA 6,263.8 - 6,263.8 - 6,263.8
– A 1,035.0 - 1,035.0 - 1,035.0
– BBB - - - - -
合計 60,090.6 - 60,090.6 - 60,090.6

デリバティブ
– AAA - - - - -
– AA 11,120.1 - 11,120.1 6,665.7 4,454.4
– A 9,208.7 - 9,208.7 5,709.7 3,499.0
– BBB 4,121.0 - 4,121.0 3,247.6 873.4
合計 24,449.8 - 24,449.8 15,623.0 8,826.8

債務
地方自治体の保証に対する未実行の
約定済貸付金 1,765.4 - 1,765.4 - 1,765.4
合計 1,765.4 - 1,765.4 - 1,765.4

信用リスク・エクスポージャー総額 363,287.9 - 363,287.9 15,623.0 347,664.9

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

償還情報1

2016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 - 3,100.0 2,986.4 10,688.6 - - 16,775.0

金融機関に対する貸付金 - 1,122.3 - - - - 1,122.3

貸付金 - 17,132.3 74,885.3 160,132.9 21,888.6 - 274,039.1
債券およびその他
利付証券 - 3,837.4 7,581.9 28,757.6 500.0 - 40,676.9

デリバティブ - 56,199.9 130,121.6 365,351.2 32,583.6 - 584,256.3

その他資産項目 - - - - - 202.9 202.9

資産合計 - 81,391.9 215,575.2 564,930.3 54,972.2 202.9 917,072.5

負債

金融機関に対する負債 - 232.4 774.9 1,311.8 - - 2,319.1

有価証券 - 21,275.1 63,401.1 232,056.5 17,115.8 - 333,848.5

デリバティブ - 54,304.8 125,299.8 360,626.5 32,314.4 - 572,545.5

その他負債 - - - - - 845.4 845.4

劣後債務 - - - - 1,000.0 - 1,000.0

資本 - - - - - 6,514.0 6,514.0

負債および資本合計 - 75,812.3 189,475.8 593,994.8 50,430.2 7,359.4 917,072.5
純額 - 5,579.6 26,099.4 -29,064.5 4,542.0 -7,156.5 -

未実行の約定済貸付金 1,765.4 - - - - - -

2015年2 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 3,195.5 5,317.8 – – 12,444.3

金融機関に対する貸付金 – 698.0 – – – – 698.0

貸付金 – 11,527.1 67,825.5 153,315.9 18,704.9 – 251,373.4
債券およびその他
利付証券 – 2,622.2 9,549.9 36,065.2 – – 48,237.3

デリバティブ – 58,900.0 131,387.7 330,265.9 37,680.6 – 558,234.2

その他資産項目 – – – – – 201.3 201.3

資産合計 – 77,678.3 211,958.6 524,964.8 56,385.5 201.3 871,188.5

負債

金融機関に対する負債 – 75.0 – 1,607.3 517.0 – 2,199.3

有価証券 – 19,892.3 59,341.3 209,965.7 22,865.6 – 312,064.9

デリバティブ – 60,120.1 126,214.1 325,292.3 37,641.7 – 549,268.2

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 – 80,087.4 185,555.4 536,865.3 62,024.3 6,656.1 871,188.5
純額 – –2,409.1 26,403.2 -11,900.5 –5,638.8 –6,454.8 –

未実行の約定済貸付金 2,903.3 – – – – – –

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび資金調達の期間は、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。

 2) 2015年度の比較数値は2015年度年次報告書の公表後に修正がなされたため、当該報告書の数値とは一致していない。
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償還情報

2016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 - 3,100.2 2,998.5 10,865.7 - - 16,964.4

金融機関に対する貸付金 - 1,122.3 - - - - 1,122.3

貸付金 - 22,076.8 75,844.7 161,549.0 17,511.6 - 276,982.1
債券およびその他
利付証券 - 3,847.9 7,699.7 30,456.3 - - 42,003.9

デリバティブ - 2,751.2 7,734.7 13,102.1 861.8 - 24,449.8

その他資産項目 - - - - - 202.9 202.9

資産合計 - 32,898.4 94,277.6 215,973.1 18,373.4 202.9 361,725.4

負債

金融機関に対する負債 - 237.3 790.6 1,368.2 - - 2,396.1

有価証券 - 28,472.8 63,909.2 234,606.0 14,591.4 - 341,579.4

デリバティブ - 530.5 2,975.8 5,162.9 721.3 - 9,390.5

その他負債 - - - - - 845.4 845.4

劣後債務 - - - - 1,000.0 - 1,000.0

資本 - - - - - 6,514.0 6,514.0

負債および資本合計 - 29,240.6 67,675.6 241,137.1 16,312.7 7,359.4 361,725.4
差異合計 - 3,657.8 26,602.0 -25,164.0 2,060.7 -7,156.5 –

未実行の約定済貸付金 1,765.4 - - - - - -

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 -6,454.1 -

未実行の約定済貸付金 2,903.3 - - - - - -

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび資金調達の期間は、次回の期限前償還可能日までの期間である。

注記3続き 
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金利固定期間、金利エクスポージャー

2016年 名目キャッシュ・フロー
資産および負債に係る
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 7,490.0 2,986.4 6,298.6 - - - 16,775.0

金融機関に対する貸付金 1,122.3 - - - - - 1,122.3

貸付金 152,848.2 27,750.3 78,532.2 13,042.8 1,865.6 - 274,039.1

債券およびその他利付証券 10,871.2 4,750.2 24,555.5 500.0 - - 40,676.9

デリバティブ 303,109.9 69,437.0 195,497.1 15,212.3 1,000.0 - 584,256.3

その他資産 - - - - - 202.9 202.9

資産合計 475,441.6 104,923.9 304,883.4 28,755.1 2,865.6 202.9 917,072.5

負債および資本

金融機関に対する負債 769.4 774.8 774.9 - - - 2,319.1

有価証券 48,565.7 62,019.8 206,666.0 15,347.0 1,250.0 - 333,848.5

デリバティブ 402,798.9 56,419.0 98,269.0 13,434.7 1,623.9 - 572,545.5

その他負債 - - - - - 845.4 845.4

劣後債務 1,000.0 - - - - - 1,000.0

資本 - - - - - 6,514.0 6,514.0

負債および資本合計 453,134.0 119,213.6 305,709.9 28,781.7 2,873.9 7,359.4 917,072.5

純額 22,307.6 -14,289.7 -826.5 -26.6 -8.3 -7,156.5 -

2015年1 名目キャッシュ・フロー
資産および負債に係る
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 3,931.0 3,195.5 5,317.8 - - - 12,444.3

金融機関に対する貸付金 698.0 - - - - - 698.0

貸付金 131,922.6 23,815.7 83,399.8 11,367.7 867.6 - 251,373.4

債券およびその他利付証券 15,197.0 7,918.5 25,121.8 - - - 48,237.3

デリバティブ 293,780.9 72,686.7 170,153.9 20,612.7 1,000.0 - 558,234.2

その他資産 - - - - - 201.3 201.3

資産合計 445,529.5 107,616.4 283,993.3 31,980.4 1,867.6 201.3 871,188.5

負債および資本

金融機関に対する負債 592.0 - 1,607.3 - - - 2,199.3

有価証券 44,217.5 57,865.0 187,842.7 21,139.7 1,000.0 - 312,064.9

デリバティブ 376,275.3 66,232.1 94,991.2 10,902.0 867.6 - 549,268.2

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 422,084.8 124,097.1 284,441.2 32,041.7 1,867.6 6,656.1 871,188.5

純額 23,444.7 -16,480.7 -447.9 -61.3 0.0 -6,454.8 -

上記の表において、期限前償還可能な貸付けおよび資金調達の期間は、次回の期限前償還可能日までの期間である。

公正な市場価格で評価される資産および負債の価値への影響の変動として、すべての市場金利において1パーセントポイント上昇すれば、損益にプラス204百万クローネ(前年度：プラス133
百万クローネ)の影響を与える。公社の契約のすべてに対する同様の金利の変動の影響はそれより低く、マイナス21百万クローネ(前年度：マイナス10百万クローネ)であり、資産および負債の
間の金利期間が適切にマッチしていることを示している。Stiborのマイナス金利は、変動利付債券(利息はStiborの水準によって変動するがマイナス金利ではない。ただし、対応するデリバテ
ィブおよび貸付けはマイナス金利となる場合がある。)の純利息収益に影響を与える。公社は、変動利付債券を発行し、流動性準備金においてこれを保有している。当該年度末現在、Stibor3
ヵ月物は-0.591％であった。かかる水準で、2017年度における純利息収益への影響は、プラスのStibor水準に比してプラス3.7百万クローネである。

1) 2015年度の比較数値は2015年度年次報告書の公表後に修正がなされたため、当該報告書の数値とは一致していない。

注記3続き 
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為替リスク1

2016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 豪ドル

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 974.6 71.2 75.1 - - 1.4 - 1,122.3

貸付金 274,609.1 - - - - - 2,373.0 276,982.1

利付証券 28,339.5 5,867.0 24,379.6 - - - 382.2 58,968.3

株式および出資持分 45.3 - - - - - - 45.3

デリバティブ - - - - - - 24,449.8 24,449.8

その他資産 156.9 - 0.7 - - - - 157.6

資産合計 304,125.4 5,938.2 24,455.4 - - 1.4 27,205.0 361,725.4

負債 
金融機関に対する負債 0.3 537.0 0.1 1,793.9 - 1.2 63.6 2,396.1

有価証券 172,227.6 3,111.7 132,533.6 10,912.5 5,400.8 14,500.7 2,892.5 341,579.4

デリバティブ 123,276.2 2,289.0 -108,079.5 -12,706.3 -5,400.8 -14,500.7 24,512.6 9,390.5

劣後債務 1,000.0 - - - - - - 1,000.0

その他負債(資本を含む) 7,623.1 - - - - - -263.7 7,359.4

負債および資本合計 304,127.2 5,937.7 24,454.2 0.1 0.0 1.2 27,205.0 361,725.4

資産および負債の差異 -1.8 0.5 1.2 -0.1 0.0 0.2 0.0 –

外貨に対する
スウェーデン・クローネ高
10％の効果(税引前) – 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 –

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 0.0 0.0 25,592.2 340,626.3

資産および負債の差異 –3.8 0.3 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 -

外貨に対する
スウェーデン・クローネ高
10％の効果(税引前) – 0.0 0.3 0.0 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  
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組合員の責任
スウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびラン
スティング/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、2016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 2,396.1

有価証券 341,579.4

資金調達合計 343,975.5

負債(約定文書に従ったもの)

貸し出された資金調達1 283,884.9

貸し出されていない資金調達2 60,090.6

資金調達合計 343,975.5

その他負債2 845.3

デリバティブ (貸し出された資金調達に関連するもの)1 1,270.5

負債/約定合計 346,091.3

資産(約定文書に従ったもの)

貸付金1　注記13参照 276,982.1

流動性準備金2　注記3、12、14参照 60,090.6

その他資産2 202.9

デリバティブ (貸し出された資金調達に関連するもの)1 877.7

資産合計 338,153.3

1)   分担の基礎：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)  分担の基礎：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

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
資産および負債として認識されたデリバティブは、国債等受領および
差し入れた担保分が減額される。2016年12月31日現在、受領した担
保は15,623.0百万クローネ(前年度：11,391.2百万クローネ)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。公社のデリ
バティブ負債に対する担保の提供相当額は170.9百万クローネ(前年
度：－百万クローネ)であった。これらについては、81頁の注記29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。

注記 4 純利息収益

利息収益 2016年 2015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 603.3 1,343.0

利付証券の利息収益 49.4 92.0

その他 1.3 3.3

合計 654.0 1,438.3
うち、 損益を通じて公正価値で測定されない金融項

目の利息収益 481.7 1,061.4
利息費用

金融機関に対する負債の利息費用 –4.8 –0.1

利付証券の利息費用 298.8 –603.2

その他 –35.0 –30.9

マイナス金利での貸付金に係るもの –151.0 –5.6

合計 108.0 –639.8
うち、 損益を通じて公正価値で測定されない金融項

目の利息費用 -332.61 -695.01

純利息収益合計 762.0 798.5

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。本注記において、収益はプラス、また費用はマイナスで計上され
ている。

1)   資金調達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、公社は資金調達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

2016年 2015年

代理人支払手数料 0.9 1.0

有価証券仲介手数料 4.1 4.1

その他手数料 0.2 0.2

合計 5.2 5.3

注記3続き 
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注記 6 金融取引純利益

2016年 2015年

実現利益

– 自己債券の買戻し – –36.8

– 利付証券 63.4 74.6

– その他金融商品 1.1 4.6

未実現の市場価値変動 –195.5 124.2

為替レートの変動 –0.9 –0.9

合計 –131.9 165.7

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。

測定分類別の
純利益/損失 2016年 2015年

損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 –255.7 –1,379.7

売買目的保有(資産) –159.3 –370.3

貸付金および債権 3.0 6.5
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 –358.1 1,891.7

売買目的保有(負債) 668.3 26.8

売却可能金融資産のキャピタル・ゲイン/ロス – –0.1
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 216.6 –731.7
公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに
関するヘッジ項目の公正価値変動 –245.8 723.4

為替レートの変動 –0.9 –0.9

合計 –131.9 165.7

損益(純額)
その他包括利益において認識される
売却可能金融資産の純利益 56.6 –60.1

注記 7 その他営業収益

2016年 2015年

有形資産の処分による
キャピタル・ゲイン 0.1 –
株式の処分による
キャピタル・ゲイン 1.3 –

その他営業収益 4.0 2.7

合計 5.4 2.7

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) 2016年 2015年

– 給与および報酬 66,215 60,449

– 社会保障費用 36,119 32,334

  うち、人件費および人件費関連債務 20,087 18,847

    うち、年金費用 12,907 10,727

    うち、年金費用に係る特別給与税 3,125 2,760

– 臨時/契約雇用者費用 8,051 2,817

– 教育/研修費 3,150 3,335

– その他人件費 5,262 3,690

人件費合計 118,797 102,6251

その他一般管理費

– 出張旅費 5,312 4,260

– IT費用 15,306 17,655

– コンサルタント費用 19,631 11,815

– 格付費用 936 1,303

– 市場情報 6,981 7,024

– 賃借料およびその他施設管理費用 5,956 3,661

– 年次報告書および中間報告書 1,990 1,315

– 破綻処理費用/安定化政策費用 31,635 120,462

– その他の費用 14,472 12,757
その他一般管理費
合計 102,219 180,2521

合計 221,016 282,877

1)   臨時/契約雇用者費用の組替により、人件費およびその他一般管理費の各合計が2015
年度年次報告書の数値から変更されている。

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。2016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。取締役、最高経営責任
者または上級役員につき、新規任命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。2016年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給として
3,181,015クローネ(前年度：3,038,063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951,711クローネ(前年度：765,581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。2016年度について、業務執行副社長は、基本給として2,036,770

クローネ(前年度：1,993,017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461,729クローネ

(前年度：343,752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
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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、2016年

度末現在、4名(前年度：4名)(うち女性3名(前年度：3名)および男性1名

(前年度：1名))で構成されていた。前年度においては、9月(同月を含

む。)より、2名(いずれも男性)が執行役員グループを離れた一方で、新

たに2名(うち男性1名)が同グループに加わった。2016年度において

は、執行役員グループから離れた者はいなかった。

　公社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(ただし、報酬が最高経営責任者により決定される臨時/契約雇用者

である上級役員1名(前年度：1名)を除く。)。2016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3,011,950

クローネ(前年度：3,791,792クローネ)であった(ただし、臨時/契約雇

用者である上級役員に対する報酬は含まない。)。年金費用は保険契

約を通じてカバーされている。

　2016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、公社の報酬方針の遂行の独自の見直し、取締役会の決定の

準備、執行役員への報酬、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、および公社の報酬方針の適用の注視措置に責

任を負う。

取締役会に対する報酬
2016年度末現在、取締役会は8名(前年度：7名)の取締役(従業員代表
を含む。)で構成され、うち3名が女性(前年度：3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。

2016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550,000クローネの固定報酬で構成されていた。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。2016年年次総会で、取締役会に対す
る報酬は据え置かれることが決議された。

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。

(単位：千クローネ) 2016年 2015年

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 550 500

アンナ・フォン・クノーリング 300 263

クート・エリアソン 300 263

ヨハン・トーングレン 300 253

エリック・ラングビー 300 225

アンナ・サンドボリィ 300 263

ラーシュ・ヘイケンステン(2016年4月に新たに選任) 208 –

カタリーナ・ラーゲルスタム(2015年4月退任) – 64

ローレンツ・アンダーション(2015年4月退任) – 64

アンダーシュ・ペランダー(従業員代表)(2016年9月退任) – –
ネディム・ムルティック(従業員代表)
(2016年10月に新たに選任) – –
ウルリカ・ゴンザレス・ヘードクヴィスト(従業員代表代
理)(2016年10月に新たに選任) – –

合計 2,258 1,895

給与および報酬

2016年(単位：千クローネ) 
基本給/取締役会

出席報酬
その他の

給付 年金費用 合計

取締役 2,258 – – 2,258

社長兼最高経営責任者 3,181 90 952 4,223

業務執行副社長 2,036 – 462 2,498

その他の経営役員 3,012 9 887 3,908

その他の従業員 55,728 – 10,606 66,334

合計 66,215 99 12,907 79,221

2015年(単位：千クローネ)  
基本給/取締役会

出席報酬
その他の

給付 年金費用 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

公社のその他の経営役員への給与および報酬には、臨時/契約雇用者である上級役員への報酬は含まれていない。 

従業員数(平均) 2016年 2015年

年度中の従業員数(平均) 85 78

– うち女性 32 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 2016年 2015年

監査業務 72 893

その他の監査業務 354 2,069

税務コンサルタント業務 43 303

その他の業務 145 223

監査人ケーピーエムジー(KMPG AB)
に対する報酬および経費 2016年 2015年

監査業務 690 –

その他の監査業務 2,360 –

税務コンサルタント業務 15 –

その他の業務 25 –

2016年4月21日の年次総会において、アーンスト・アンド・ヤングが公
社の監査人を退任し、ケーピーエムジーが任命された。

注記8続き  
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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借手となっている
オペレーティング・リース 2016年 2015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 5,221 4,044

1年超5年以下 18,844 9,630

合計 24,065 13,674

2016年度中のオペレーティング・リース費用は6,022,892クローネ(前
年度：4,630,765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。2016年度における当該費用の増加は、スペースの拡張
により事業所スペースに係る費用が増加したこと、また技術設備に関
する契約を期限前に終了したことに起因する。

2016年度において、新規のリースは、従前は3年契約であったのに
対して期間5年間で設定された。契約期間を長くしたことにより、1年
超5年以下のリースの支払額合計が増加している。

注記 9 その他営業費用

2016年 2015年

保険費用 0.9 0.6

通信・情報 4.0 3.4

その他営業費用 0.1 0.2

合計 5.0 4.2

注記 10 税金費用

損益計算書において認識されるもの 2016年 2015年

当期税金費用 88.5 133.2
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 –0.1 –70.4
認識税金費用合計 88.4 94.2

実効税額の調整 2016, % 2016年 2015, % 2015年

税引前利益/損失 398.2 655.5

実勢税率による税額 22.0 % 87.6 22.0 % 144.2
非控除費用 0.2 % 0.9 0.5 % 3.1
繰延税金の再評価 – – 4.8 % 31.4
資本未組入れの
税繰越欠損金の利用 – – –2.2 % –14.1
過年度税額 –0.0 % –0.1 –10.7 % –70.4
認識実効税額 22.2 % 88.4 14.4 % 94.2

その他包括利益に起因する税金費用 2016年 2015年

売却可能金融資産 12.5 –13.2

その他包括利益合計 12.5 –13.2

認識される繰延税金資産および繰延税金負債

公社には繰延税金負債はない。繰延税金資産は以下の項目に関連し
ている。

繰延税金資産
2016年 2015年

税金資産、期首残高 28.1 59.5
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 – –31.4

–  うち、その他包括利益において認識されるもの – –
税金資産、期末残高 28.1 28.1

資本に対して直接計上される税金項目 2016年 2015年

グループ補助金の支払に対する当期税額 100.9 119.9
資本に対して直接計上される総計額 100.9 119.9

注記8続き 
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注記 11 利益処分の提案

2016年

取締役会は、

当期利益 309.8

繰越利益 75.3

公正価値準備金 9.8

合計 394.9

を以下のとおり処分することを提案している。

繰越金額 394.9

うち、公正価値準備金への資金 9.8

うち、繰越利益への資金 385.1

詳細については、29頁を参照のこと。

注記 12 担保適格国債

2016年 2015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

– スウェーデン中央政府 6,673.5 6,691.5 6,691.5 10,101.9 10,127.7 10,127.7
– スウェーデンの地方自治体 7,507.2 7,516.4 7,516.4 4,287.6 4,271.2 4,271.2
– 外国政府 2,729.6 2,756.5 2,756.5 2,408.7 2,440.5 2,440.5
合計 16,910.3 16,694.4 16,694.4 16,798.2 16,839.4 16,839.4

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 207.5 144.8
額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 –18.1 –18.1
合計 189.4 126.7

注記 13 貸付金

2016年 2015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 112,858.5 114,127.5 114,117.8 106,329.6 107,656.2 107,685.6

–  地方自治体が保証する
    住宅供給会社 103,440.6 104,291.3 104,292.5 90,260.8 91,053.1 91,069.7

–  地方自治体が保証する
　その他の関係会社 57,739.9 58,584.1 58,571.8 54,784.5 55,672.4 55,666.4

合計 274,039.0 277,002.9 276,982.1 251,374.9 254,381.7 254,421.7

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、2016年12月31日現在、評価減は必要とされなかった。
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注記 14  債券およびその他利付証券

2016年 2015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 15,528.0 15,614.9 15,614.9 20,448.3 20,497.7 20,497.7

– その他のスウェーデンの発行体 – – – 903.1 403.3 403.3

– その他の海外の発行体 26,541.1 26,389.0 26,389.0 24,834.4 24,787.4 24,787.4

合計 42,069.1 42,003.9 42,003.9 46,185.8 45,688.4 45,688.4

額面金額を上回る簿価から生じるプラスの差額 1,380.2 1,798.6

額面金額を下回る簿価から生じるマイナスの差額 –53.2 –522.3

合計 1,327.0 1,276.3

注記 15 株式および出資持分

2016年 2015年

養老保険 3.3 2.8

株式および出資持分合計 3.3 2.8

総額計上された養老保険を指し、負債側に含まれる。注記23を参照
のこと。

注記 16  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) 従前所有50％。登録番号：SE-556581-0669、
スウェーデン、エーレブロー

2016年 2015年

株式数：500株 – 0.5

合計 – 0.5

2016年度において、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社は任意清算が行われた。その後、公社は関連会社株
式を保有していない。

注記 17  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

2016年 2015年

株式数：1,000株 42.0 42.0

合計 42.0 42.0

2016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
57.7百万クローネ(前年度：55.5百万クローネ)、資本は43.6百万クロ
ーネ(前年度：42.9百万クローネ)であり、また利益が0.7百万クローネ
(前年度：0.7百万クローネ)であった。

注記 18 デリバティブ

2016年 2015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

ヘッジ会計に含まれない
デリバティブ

金利関連 411.4 –3,451.2 187,931.5 578.4 4,105.7 258,591.4

通貨関連 16,415.5 –4,659.6 155,217.6 14,925.3 5,438.7 161,349.8

その他1 141.7 –74.4 4,627.4 289.0 783.5 4,314.1

合計 16,968.6 –8,185.2 347,776.5 15,792.7 10,327.9 424,255.3

ヘッジ会計に含まれる
デリバティブ

金利関連 7,044.1 –1,031.1 180,469.8 6,300.4 936.8 156,858.8

通貨関連 437.1 –174.2 4,857.6 682.5 458.4 6,170.6

合計 7,481.2 –1,205.3 185,327.4 6,982.9 1,395.2 163,029.4

1)   リターンが株式、通貨等に連動するデリバティブ。これらのデリバティブは、デリバティブの受取サイドが対応する資金調達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
資金調達と正確にマッチする。 
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注記 19 無形資産

2016年 2015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 20.1 2.0

当期の投資 1.9 18.1

処分 – –

次期繰越取得価額 22.0 20.1
減価償却費

期首残高、減価償却費 –4.4 –0.4

当期の減価償却費 –4.2 –4.0

処分 – –

次期繰越減価償却費 –8.6 –4.4
期末現在の見積り残存価値 13.4 15.7

無形資産は業務システムを指す。

注記 20 有形資産

2016年 2015年

取得価額

前期繰越取得価額 24.1 23.6

当期の投資 5.0 0.5

処分 –0.5 –

次期繰越取得価額 28.6 24.1

減価償却費

期首残高、減価償却費 –19.5 –17.6

当期の減価償却費 –1.9 –1.9

処分 0.4 –

次期繰越減価償却費 –21.0 –19.5
期末現在の見積り残存価値 7.6 4.6

有形資産は、主として7.0百万クローネ(前年度：4.0百万クローネ)のIT
設備および事業所設備ならびに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 21  その他負債

2016年 2015年

親団体に対する負債 790.9 2,149.7

その他負債 19.5 13.8

合計 810.4 2,163.5

スウェーデン地方金融協同組合に対する負債は、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2016年度
の組合員の出資に関連する。

注記 22  未払費用および                                                          
前受収益

2016年 2015年

未払安定化政策費用 – 120.5

その他未払費用 30.9 24.4

合計 30.9 144.9

2016年度において、破綻処理費用が安定化政策費用に取って代わっ
た。破綻処理費用は費用処理され、同一年度中に支払われた。したが
って、2016年度について未払費用はない。

注記 23  年金および類似の債務に                                   
対する引当金

2016年 2015年

年金債務に対する引当金 4.1 3.4

合計 4.1 3.4

総額計上された3.3百万クローネの養老保険を指し、資産側に含まれ
る。注記15を参照のこと。当該引当金はまた、資金保険に計上された
0.8百万クローネの税金を含む。
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注記 24 劣後債務

認識値
通貨 額面金額 利率(％) 期日 2016年 2015年

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

合計 1,000.0 1,000.0 1,000.0

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
ーン締結日である2010年11月30日から5年後の利払日、またはその後
の各利払日に行われる。2016年度の利息費用は合計12.3百万クロー
ネ(前年度：16.2百万クローネ)であった。

当該ローンを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 25 備忘項目

担保提供資産 2016年 2015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

年金債務のための養老保険 3.3 2.8

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

– 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 2,121.8 579.6

– スウェーデンのカバード・ボンド 13,147.2 11,123.6

デリバティブ負債に対する担保提供資産

– スウェーデン国債 170.9 –

中央清算機関への保証金

– スウェーデン国債 316.2 –

担保提供資産合計 15,759.4 13,307.4

偶発債務 なし なし

未実行の約定済貸付金 1,765.4 2,903.3

担保に係る負債および引当金の認識値は558.8百万クローネ(前年
度：3.5百万クローネ)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。

財務書類

74 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　　2016年度年次報告書



注記 26 関連当事者

密接な関係 
当該年度中、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)、アドミニストラティヴ・ソリューションズ
NLGFA社(関連会社)、サンダール・パートナー・エーレブロー社(Sandahl Partner Ӧrebro AB)およびマーリン・ノルベック・コンサルティング社(Malin 
Norbäck Cousulting AB)と密接な関係にあった。

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 2016年 3,505 106 –12,269 6 1,790,955

2015年 2,773 – –16,151 337 3,149,697

スウェーデン地方不動産会社 2016年 145 4,623 – 10,013 1,625

2015年 178 2,731 – 10,135 10

アドミニストラティヴ・ソリューションズNLGFA社 2016年 – – – – –

2015年 22 4,698 –1 – –

サンダール・パートナー・エーレブロー社 2016年 – 155 – – –

2015年 – 922 – – 364

マーリン・ノルベック・コンサルティング社 2016年 – 2,007 – 169 355

2015年 – – – – –

スウェーデン地方不動産会社との密接な関係は、同社が所有する公社
の施設に係る取引に関連する。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
本の形で公社に移転される予定の組合員の出資に関連する。2016年
度において、関連会社のアドミニストラティヴ・ソリューションズ
NLGFA社は任意清算が行われたため、密接な関係は存在しない。その
他の2社、すなわちサンダール・パートナー・エーレブロー社およびマー

リン・ノルベック・コンサルティング社は、両社が経営幹部を派遣して
いるため、密接な関係として分類される。サンダール・パートナー・エー
レブロー社からは2015年9月から2016年1月までの期間に派遣を受け
ていた。2016年2月より、マーリン・ノルベック・コンサルティング社が
かかるサービスを提供している。上記各期間における両社との取引の
みが上記の表に含まれている。公社の従業員であるその他の経営幹部
との取引については、注記8を参照のこと。

注記 27 貸借対照表日後の後発事象

2016年12月に実施された682.9百万クローネの新株発行は、2017年1
月2日にスウェーデン会社登記局に登録された。株式資本の増額分を
コアTier1資本として分類する許可を受けるための申請が、2017年1月
10日にスウェーデン金融監督局に登録された。
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貸付金の認識値は、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
金融商品について、公正価値の測定は以下の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。

注記 28 金融資産および金融負債

2016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 9,448.0 – – – 7,516.4 – – – – 16,964.4 16,964.4

金融機関に対する貸付金 – – 1,122.3 – – – – – – 1,122.3 1,122.3

貸付金 95,601.1 – 181,381.0 – – – – – – 276,982.1 277,002.9
債券およびその他
利付証券 32,633.8 – – – 9,370.1 – – – – 42,003.9 42,003.9

デリバティブ – 16,968.6 – – – – – – 7,481.2 24,449.8 24,449.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 137,682.9 16,968.6 182,515.1 – 16,886.5 – – – 7,481.2 361,534.3 361,555.1

金融機関に対する
負債1 – – – – – 2,394.4 – 1.7 – 2,396.1 2,396.1

有価証券1 – – – – – 144,686.7 – 196,892.7 – 341,579.4 343,012.4

デリバティブ – – – – – – 8,184.5 – 1,206.0 9,390.5 9,390.5

その他負債 – – – – – – – 803.3 – 803.3 803.3

劣後債務 – – – – – – – 1,000.0 – 1,000.0 1,039.1

合計 – – – – – 147,081.1 8,184.5 198,697.7 1,206.0 355,169.3 356,641.4

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1 – – – – – 2,223.1 – 80.4 – 2,303.5 2,303.5

有価証券1 – – – – – 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

1) 資金調達の額面価額、すなわち満期日までの支払額278,543.1百万クローネ(前年度：315,447.1百万クローネ)である。
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注記 28 金融資産および金融負債

2016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 9,448.0 – – – 7,516.4 – – – – 16,964.4 16,964.4

金融機関に対する貸付金 – – 1,122.3 – – – – – – 1,122.3 1,122.3

貸付金 95,601.1 – 181,381.0 – – – – – – 276,982.1 277,002.9
債券およびその他
利付証券 32,633.8 – – – 9,370.1 – – – – 42,003.9 42,003.9

デリバティブ – 16,968.6 – – – – – – 7,481.2 24,449.8 24,449.8

その他資産 – – 11.8 – – – – – – 11.8 11.8

合計 137,682.9 16,968.6 182,515.1 – 16,886.5 – – – 7,481.2 361,534.3 361,555.1

金融機関に対する
負債1 – – – – – 2,394.4 – 1.7 – 2,396.1 2,396.1

有価証券1 – – – – – 144,686.7 – 196,892.7 – 341,579.4 343,012.4

デリバティブ – – – – – – 8,184.5 – 1,206.0 9,390.5 9,390.5

その他負債 – – – – – – – 803.3 – 803.3 803.3

劣後債務 – – – – – – – 1,000.0 – 1,000.0 1,039.1

合計 – – – – – 147,081.1 8,184.5 198,697.7 1,206.0 355,169.3 356,641.4

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1 – – – – – 2,223.1 – 80.4 – 2,303.5 2,303.5

有価証券1 – – – – – 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

1) 資金調達の額面価額、すなわち満期日までの支払額278,543.1百万クローネ(前年度：315,447.1百万クローネ)である。

公社の債務および投資ポートフォリオにおける大部分の公社の金融商
品は、レベル1に基づく、相場価格のある活発な市場において取引され
ている。債務および投資ポートフォリオの一部については、すべての貸
付けおよびデリバティブが相場価格のある活発な市場において取引さ
れているわけではなく、レベル2に基づく観察可能な市場データを基礎
とする公正価値の決定には、承認され確立された測定手法が適用され
ている。市場または公社自身の見積りにおいて観察不能なインプット
データによる公社の債務ポートフォリオにおける一部の金融商品につ
いては、評価に重大な影響を有するためレベル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。これは、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。
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担保適格国債、債券およびその他利付証券
有価証券の評価については、資産の相場価格が用いられる。活発な市
場で取引が行われているとみなされる場合、評価はレベル1に分類さ
れ、その他の有価証券はレベル2に分類される。
 
金融機関に対する負債、有価証券および劣後債務
資金調達は、相場価格または割り引かれた予測される将来キャッシ
ュ・フローのいずれかにより、資産として債務を有する市場参加者によ
り同様の方法で評価される。割引率は、現行の資金調達マージン、資
金調達の仕組み、公社または類似の発行体による類似の発行市場に
より調整されたスワップ・レートで設定される。スウェーデン・クロー
ネ、ユーロおよび米ドル以外の通貨建の資金調達について、現行の資
金調達マージンは米ドル建の資金調達マージンに、該当する通貨と米
ドル間の通貨ベーシススプレッドを加えたものとして設定される。評
価に用いられる市場価格は仲値である。活発な市場で売買される見込
みがある資金調達はレベル1に分類される。相場価格で評価される
が、活発な市場で売買されるとはみなされない資金調達はレベル2に
分類される。割り引かれた将来キャッシュ・フローで評価される資金調
達はレベル2に分類されるが、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除外され、レベル3に分類
される。組合員の保証の引受けは資金調達の評価に影響し、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。

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(該当す
る通貨の基準レートの仲値による。)。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または内部評価の要素に依拠する場合、
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。金利ス
ワップの清算については、割引率は各通貨の現行の呈示されたOISレ
ートで設定される。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。

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、主として受取
債権・支払債務、その他の項目およびグループ間の債権・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、現在の資金調達と貸付けの
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、流動

性準備金における保有に関して、資金調達と貸付けのマージン、ベーシ
ススワップ・スプレッドおよび信用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、当期利益におい
てマイナス207百万クローネ(前年度：マイナス143百万クローネ)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資金調
達コストがスワップ・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259百万クローネ(前年度：プラス309百万
クローネ)の変動をもたらすことになる。貸付けと資金調達のマージン
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、当期利益において+/-52百万クローネ(前年度：+/-166百万クロ
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+/-17百万クローネ(前年度：+/-13百万クローネ)
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
で行われる資金調達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
ベルでヘッジ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。

かかる契約の当期利益への影響は、このタイプの資金調達に対す
る公社の資金調達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1.6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資金調達の平均期
間の幅が1.0年から3.5年までになると見積もっている。当期利益につ
いては-2.6百万クローネから+2.6百万クローネまでの幅で影響を受け
る可能性がある。

予想される信用リスクに伴う価値変動
スウェーデン地方金融協同組合の組合員により供与される公社の資
金調達に対する連帯保証により、公社自身の信用リスクはごく小さい。
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、変動が
生じるものとみなされる。かかる事由または変更が生じていないた
め、資金調達マージンにおける変動およびその後の負債の価値変動
はすべて、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

注記28続き 
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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。貸付けにおける信用リスクは、公社自身の信用リスクと同
一とみなされる。したがって、貸付けの価値の変動のうち信用リスクの
変動に伴う部分はない。　

流動性準備金における資産は非常に高い信用格付を有している。
資産の価値に影響を及ぼす信用リスクの変動は、大幅な格下げに関連
する場合に限り生じるものとみなされる。かかる格下げが発行体のい
ずれについても生じていない理由は、信用リスクの変動に伴うとみな
される流動性準備金の価値の変動がないためである。

評価モデルの変更
当該年度において、流動性準備金においてレベル2に基づき評価され
た有価証券の評価が変更された。従前、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っ
た。相場価格が、より適切に公正価値を反映すると考えられたため、
上記方法の変更が行われた。2016年12月31日現在、当該変更は、流
動性準備金の価値にプラス15.5百万クローネの影響を及ぼした。

当該年度において、相場価格のある資金調達の評価が変更され
た。従前、公正価値は、資金調達の仕組みおよび市場について現行の
資金調達マージン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

れたものであった。相場価格がより適切に公正価値を反映すると考え
られたため、上記方法の変更が行われた。2016年12月31日現在、当
該変更は、価値総額にマイナス65.0百万クローネの影響を及ぼした。

評価レベル間の振替
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。当該年度において、金融
資産の1,491.2百万クローネ(前年度：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、5,168.3百万クローネ(前年度：－百万クロ
ーネ)がレベル1からレベル2に振り替えられた。金融負債の61,605.2
百万クローネ(前年度：－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。負債の振替はすべて、評価方法の変更に伴うものであっ
た。前年度についての振替は、2016年12月31日付および2015年12月
31日付でなされたものとみなされる。

評価モデルの承認
適用した評価モデルは、最高財務責任者により承認され、公社の
ALCO(資産・負債委員会)および取締役会に報告される。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

2016年 レベル  1 レベル  2 レベル 3 合計

担保適格国債 7,370.4 9,594.0 – 16,964.4

貸付金 – 95,601.1 – 95,601.1

債券およびその他利付証券 32,324.4 9,679.5 – 42,003.9

デリバティブ – 24,227.2 222.6 24,449.8

合計 39,694.8 139,101.8 222.6 179,019.2
金融機関に対する負債 – 2,394.4 – 2,394.4

有価証券 100,634.1 37,799.1 6,253.5 144,686.7

デリバティブ 0.0 9,202.3 188.2 9,390.5

合計 100,634.1 49,395.8 6,441.7 156,471.6

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

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。 

デリバティブ
資産

デリバティブ
負債 

金融機関に
対する負債 有価証券 合計

期首残高 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

期首残高 2016年1月1日現在 296.2 -1,474.7 - -3,913.7 -5,092.2
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) -73.5 1,286.5 - -1,210.9 2.1

費用、取得 - - - -2,428.4 -2,428.4

当期中の満期到来 - - - 1,299.5 1,299.5

期末残高 2016年12月31日現在 222.7 -188.2 - -6,253.5 -6,219.0

2016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) 442.6 188.8 - -629.8 1.6

レベル3の金融商品は取引ベースでヘッジされ、また組合わせで行われる各資金調達はレベル2として扱われるため、価値の変動はレベル2と同じようにレベル3で分析

される。

注記28続き 

財務書類

80 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　　2016年度年次報告書



注記28続き

貸借対照表において公正価値で測定されない金融商品

2016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 - 1,122.3 - 1,122.3 1,122.3
貸付金 - 181,401.8 - 181,401.8 181,381.0
その他資産 - 11.8 - 11.8 11.8
合計 - 182,535.9 - 182,535.9 182,515.1
金融機関に対する負債 - 1.7 - 1.7 1.7
有価証券 88,051.9 110,273.8 - 198,325.7 196,892.7
その他負債 - 803.3 - 803.3 803.3
劣後債務 - 1,039.1 - 1,039.1 1,000.0
合計 88,051.9 112,117.9 - 200,169.8 198,697.7

2015年 レベルl 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

注記 29 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

公社は、資産および負債を貸借対照表において相殺することが法律上
可能な場合で、かつ各項目を純額で決済することを意図する場合、資
産および負債を貸借対照表において相殺している。これは、公社のデ
リバティブ資産および負債については清算時に中央清算機関に対して
生じる。

公社の未清算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、ISDA(国際スワップ・デリバティ
ブ協会)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た未清算のデリバテフィブについ
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。

貸借対照表上で相殺されていない関連する金額

2016年12月31日
現在

金融資産
および

金融負債総額

貸借対照表
上で相殺

された金額1

貸借対照表上に
計上された純額 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 24,565.2 –115.4 24,449.8 –7,949.1 –15,623.0 – 877.7

レポ2 – – – – – – –

負債

デリバティブ –9,866.7 476.2 –9,390.5 7,949.1 170.9 – –1,270.5

合計 14,698.5 360.8 15,059.3 0.0 –15,452.1 – –392.8

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

金融資産
および

金融負債総額

貸借対照表
上で相殺

された金額
貸借対照表上に
計上された純額 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

 1) デリバティブ負債について相殺された金額には360百万クローネの現金担保が含まれる。

 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 30 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。2016年6月27日付で、公社に対しては、スウェー
デン金融監督局がスウェーデン国内の関連エクスポージャーに設定し
た1.5％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。
 

2016年 2015年

株式資本3 5,417.1 2,726.4

留保利益4 386.7 285.6
その他包括利益および
その他の準備金の累計額 27.3 –16.9
コアTier1資本
(規制上の調整前) 5,831.1 2,995.1

追加的価値調整5 –190.0 –63.4

コアTier1資本の
規制上の調整合計 –190.0 –63.4
コアTier1資本合計 5,641.1 2,931.7

Tier1資本拠出 – –

Tier1資本合計 5,641.1 2,931.7

永久劣後ローン6 1,000.0 1,000.0

Tier2資本合計 1,000.0 1,000.0

自己資本合計 6,641.1 3,931.7

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) 株式資本に含まれる証券の詳細については、55頁を参照のこと。2017年1月2日付でスウ

ェーデン会社登録局に登録されたが、スウェーデン金融監督局による承認をまだ受けて

いない(申請は2017年1月10日付で登録)株式資本の増加分に関する控除。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。2015年12月31日現在については、株式は2015年12

月23日付でスウェーデン会社登録局に登録され、2016年1月18日にスウェーデン金融監督

局に対して申請が登録され、2016年5月10日付で承認された。

 4) －百万クローネ(前年度：プラス149.1百万クローネ)の控除。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。

 5) 慎重な価値評価に関する欧州銀行監督機構(EBA)のテクニカル・スタンダードに基づき計

算された控除。目的は、公正価値で評価および認識されるポジションの評価における不確

実性を調整することである。控除の増加は、慎重な価値評価に関するEBAのテクニカル・ス

タンダードが2016年に発効したためである。

 6) 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、当該ローン締結日である2010年11月30日から5年後の利払日、または

その後の各利払日に行われる。

2016年 2015年

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) 2,274.1 181.9 2,985.8 238.9
 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 70.2 5.6

  うち、 
金融機関に対する                   
エクスポージャー 550.6 44.1 777.9 62.3

  うち、 
事業法人に対する                   
エクスポージャー 91.8 7.3 87.9 7.0

  うち、カバード・ボンドの     
形態でのエクスポージャー 1,561.5 124.9 2,049.8 164.0

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) 1,628.2 130.3 1,573.0 125.8
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 1,536.1 122.9 2,020.1 161.6
リスク・エクスホージャー額
合計および
最低自己資本額 5,438.4 435.1 6,578.9 526.3

自己資本比率 2016年 2015年

コアTier1資本比率 103.7 % 44.6 %

Tier1資本比率 103.7 % 44.6 %
総自己資本比率 122.1 % 59.8 %

所要バッファー 2016年 2015年

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 1.2 % 0.8 %
所要バッファー合計 3.7 % 3.3 %
バッファーとして
使用可能なコアTier1資本 97.7 % 38.6 %

内部で見積もられた所要自己資本 2016年 2015年

所要自己資本
信用リスク 28.9 36.8
市場リスク 1,505.11 696.9
流動性リスク – 27.5

オペレーショナル・リスク – –
事業リスク – –
レピュテーション・リスク – 13.7
戦略リスク – 0.7
残存リスク – –
リスク・エクスホージャー額合計
および最低自己資本額 1,534.0 775.6

1)  内部で見積もられた市場リスクに対する所要自己資本の2015年度からの増加は、リスク・
エクスポージャーの変動ではなく、計算の変更に起因するものである。2016年度の計算
は、2015年度と同様、シナリオ分析に基づいたが、2008年の金融危機時の市場における
ストレスを含むシナリオが追加されている。これにより、最終的な結果が影響を受けた。

公社の資本計画の目的は、現在および将来の規制要件を満たすよう、
すべての業務について十分な資本を有することである。公社の内部資
本評価および資本計画の詳細については、37－38頁を参照のこと。

欧州議会および理事会規則(EU)第575/2013号に基づく機関に対
する自己資本開示要件の実施に関するテクニカル・スタンダードに関す
る2013年12月20日付の欧州委員会の規則1423/2013に基づき開示
された情報および金融機関および証券会社の年次会計に関するスウ
ェーデン金融監督局の規則および一般的勧告(FFFS2008:25)につい
ては、公社のウェブサイトを参照のこと。
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注記 31 レバレッジ比率

レバレッジ比率は、Tier1資本を資産・負債のエクスポージャー総額で
除した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。当該エクスポージャー額には、EUのCRR(資本
要件規則)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る。エクス
ポージャー額は約定が決済される可能性に基づき算定される。公社に
おいて、これには未実行の約定済貸付金を含む。

2016年 2015年

総資産 361,725.4 340,626.3

控除：コアTier1資本の決定のために減額した金額 –190.0 –63.4

控除：貸借対照表上のデリバティブ –24,449.8 –22,775.6

加算：デリバティブ・エクスポージャー 16,500.7 13,114.2

加算：デリバティブのリスクに係る潜在的変動 5,450.9 4,892.0

加算：オフバランスシートの約定 1,765.4 2,903.3

エクスポージャー額合計 360,802.6 338,696.8
Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの)
(注記30参照) 5,641.1 2,931.7
レバレッジ比率 1.56 % 0.87 %

公社は将来のレバレッジ比率要件を達成するための資本計画を有し
ている。38頁を参照のこと。
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5年間の要約
主要な指標(2012年－2016年)(単位：百万クローネ) 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

資本

コアTier1資本比率(％) 103.7 44.6 34.6 37.0 15.2

Tier1資本比率(％) 103.7 44.6 34.6 37.0 15.2

総自己資本比率(％) 122.1 59.8 49.3 59.5 30.4

レバレッジ比率(CRRに基づく場合)(％) 1.56 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)(％) 1.84 1.16 1.09 0.91 0.65

当期利益

未実現の市場価値変動の影響を除く営業利益 593.7 531.3 664.0 740.0 510.0
貸付金に対する営業費用(破綻処理費用/
安定化政策費用を除く)の比率(％) 0.072 0.068 0.078 0.070 0.075
総資産に対する営業費用(破綻処理費用/
安定化政策費用を除く)の比率(％) 0.055 0.051 0.055 0.053 0.053

総資産利益率(％) 0.086 0.165 0.182 0.213 0.113

費用/収益比率 0.302 0.366 0.310 0.250 0.320

その他の情報

従業員数(年度末現在) 91 85 77 70 65

損益計算書(1月1日－12月31日) (単位：百万クローネ) 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

純利息収益 762.0 798.5 915.2 969.5 771.7

支払手数料 –5.2 –5.3 –5.1 –5.6 –8.5

金融取引純利益 –131.9 165.7 101.9 38.7 –267.1

その他営業収益 5.4 2.7 1.3 0.2 4.6

営業収益合計 630.3 961.6 1,013.3 1,002.8 500.7
営業費用合計 –232.1 –293.1 –283.9 –245.2 –251.7
金融資産の減損 – –13.0 – – –

営業利益 398.2 655.5 729.4 757.6 249.1
処分(純額) – – – – 204.0

税金費用 –88.4 –94.2 –161.0 –166.9 –132.5

当期利益 309.8 561.3 568.4 590.7 320.6

貸借対照表要約(12月31日現在) (単位：百万クローネ) 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

担保適格国債 16,964.4 16,839.4 15,204.1 14,626.2 11,160.8

金融機関に対する貸付金 1,122.3 699.9 4,022.1 2,822.2 15,618.6

貸付金 276,982.1 254,421.7 222,803.7 208,644.0 200,950.7

債券およびその他利付証券 42,003.9 45,688.4 45,974.5 44,932.9 44,293.7

デリバティブ 24,449.8 22,775.6 23,848.8 6,235.8 11,057.4

その他資産 202.9 201.3 198.9 197.6 202.4

資産合計 361,725.4 340,626.3 312,052.1 277,458.7 283,283.6

金融機関に対する負債 2,396.1 2,303.5 4,800.6 4,352.0 5,610.4

有価証券 341,579.4 318,943.6 292,318.0 256,258.7 257,257.3

デリバティブ 9,390.5 11,723.1 10,628.3 13,231.8 17,517.2

その他負債 845.4 2,311.8 929.7 888.5 945.7

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

負債および引当金合計 355,211.4 336,282.0 309,676.7 275,731.1 282,330.9

資本 6,514.0 4,344.3 2,375.4 1,727.6 952.7

負債、引当金および資本合計 361,725.4 340,626.3 312,052.1 277,458.7 283,283.6

財務書類
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代替的な主要指標 定義

未実現の市場価値変動の
影響を除く営業利益

未実現の市場価値変動の結果を減算した営業利
益であり、損益計算書項目の金融取引純利益に含
まれる。当該主要指標は公社の基礎収益力を示す
ものである。

貸付金に対する営業費用
(破綻処理費用/安定化政
策費用を除く)の比率(％)

期末現在の貸付金の簿価に対する会計年度通期
の営業費用合計(破綻処理費用/安定化政策費用
を除く)。当該主要指標は、貸付金(破綻処理費用/
安定化政策費用に関する調整後)に対する公社の
費用効率性全般を示すものである。 

総資産に対する営業費用
(破綻処理費用/安定化政
策費用を除く)の比率(％) 

期末現在の総資産に対する会計年度通期の営業
費用合計(破綻処理費用/安定化政策費用を除く)
。当該主要指標は、総資産(破綻処理費用/安定化
政策費用に関する調整後)に対する公社の費用効
率性全般を示すものである。

総資産利益率(％) 総資産に対する当期利益(％)。FFS2008:25第6条第2a

項に従い提出される指標。

費用/収益比率 純利息収益およびその他営業収益合計に対する
営業費用合計。銀行部門において費用と収益の関
係を評価するために通常用いられる指標。

調整 2016年 2015年

営業利益 398.2 655.5

未実現の市場価値変動の結果 –195.5 124.2
未実現の市場価値変動の影響を
除く営業利益 593.7 531.3

一般管理費 –221.0 –283.0

減価償却費 –6.1 –5.9

その他営業費用 –5.0 –4.2

営業費用合計 –232.1 –293.1

破綻処理費用/安定化政策費用 –31.4 –120.5

破綻処理費用/安定化政策費用
を除く営業費用合計 –200.7 –172.6

期末現在の貸付金 276,982.1 254,421.7
貸付金に対する営業費用(破綻処理費用/
安定化政策費用を除く)の比率(％) 0.072 0.068

一般管理費 –221.0 –283.0

減価償却費 –6.1 –5.9

その他営業費用 –5.0 –4.2

営業費用合計 –232.1 –293.1

破綻処理費用/安定化政策費用 –31.4 –120.5
破綻処理費用/安定化政策費用
を除く営業費用合計 –200.7 –172.6

期末現在の総資産 361,725.4 340,626.3
総資産に対する営業費用(破綻処理費用/
安定化政策費用を除く)の比率(％) 0.055 0.051

当期利益 309.8 561.3

総資産 361,725.4 340,626.3

総資産利益率(％) 0.086 0.165

営業費用合計 –232.1 –293.1
純利息収益 762.0 798.5

その他営業収益 5.4 2.7

純利息収益およびその他営業収益合計 767.4 801.2

費用/収益比率 0.302 0.366

代替的な主要指標
本年次報告書において、スウェーデン地方金融公社は、財務報告の適
用規則では定義または規定されていない多くの代替的な主要指標を

表示することを選択している。かかる代替的な主要指標は欧州証券市
場監督局(ESMA)のガイドラインに従い定義されるものである。

財務書類
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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、2017年2月14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 アンナ・サンドボリィ
 取締役 取締役 取締役 取締役

 ヨハン・トーングレン ラーシュ・ヘイケンステン ネディム・ムルティック
 取締役 取締役  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2017年2月14日に提出された。

ケーピーエムジー

アンダーシュ・タグデ
公認会計士

86 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　　2016年度年次報告書

署名



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)
株主総会　御中

年次計算書類に関する報告

意見
我々は、2016年度のスウェーデン地方金融公社(「公社」)の年次計算
書類につき監査した。公社の年次計算書類は本書の20頁-86頁に掲載
されている。

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、2016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。法定経営報告
書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
と整合しており、コーポレート・ガバナンス報告書は、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いる。

したがって、我々は株主総会に対して、損益計算書および貸借対照
表を承認することを勧告する。

意見の根拠
我々は、国際監査基準(「ISA」)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。これらの基準に基づく我
々の責任についての詳細は、会計監査人の責任の項に記載されてい
る。我々は公社から独立しており、スウェーデンにおける会計士の職
業倫理に従い、また、これらの要件に従った我々の倫理的責任を果た
している。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の意見の根拠として十分かつ
適切であると確信している。

その他の事項
2015年度の年次計算書類の監査は、2016年3月8日付監査報告書お
よび年次計算書類に関する報告書の未修正の意見を提出した他の会
計監査人により行われた。

主要な監査事項
監査における主要な監査事項は、我々の専門家としての判断に基づ
き、当期の年次計算書類の我々の監査において最も重要であった事項
である。これらの事項は、年次計算書類全体に対する我々の監査にお
いて対象となっており、それに関する我々の意見を形成しているが、我
々はこれらの事項について個別の意見は提供していない。 

レベル2およびレベル3として分類される金融商品の公正価値測定
詳細な情報および記載事項については、年次計算書類の注記2の金融商品についての会計原則および注記28の開示の項を参照のこと。

主要な監査事項の記載 監査におけるレスポンス

公社は、公正価値で測定される金融資産および金融負債を保有

しており、それらはIFRSの公正価値ヒエラルキーに従いレベル2

およびレベル3と分類される。これらの金融商品の公正価値は、

活発ではない市場における相場価格または観察可能および観察

不能なインプット双方を用いる評価モデルのいずれかに基づき

測定される。
公社は、レベル2として分類される139,102百万クローネの金融

資産、レベル3として分類される223百万クローネの金融資産、レベ
ル2として分類される49,396百万クローネの金融負債およびレベル
3として分類される6,442百万クローネの金融負債を保有する。合計
で、これらの資産および負債は、公社の資産合計の39％および負債
合計の16％に相当する。

上述の公社の資産および負債は、公正価値が評価モデルに基

づき測定される場合、貸付金、金融機関に対する負債、有価証券

およびデリバティブから構成される。これらの種類の金融商品を

用いる評価モデルは、割引キャッシュ・フロー予測に基づく。

公正価値の算定は第三者による観察不能なインプットに基づ

くため、レベル3として分類される金融商品の公正価値は、重大レ

ベルな経営陣による判断を伴う評価モデルに基づく。レベル2と

して分類される金融商品の評価もまた、公正価値が評価モデルに

基づく場合、経営陣による判断に依拠する。この点を鑑みて、金融

商品の測定のための公正価値の算定は、特に公正価値が評価モ

デルを用いて決定される場合の金融商品の評価において、主要な

監査事項とみなされる。

我々は、公社の評価ガイドラインを取得し、業界の慣習と対照し

て評価方法を査定した。我々はまた、モデルが適切に適用されて

いたかどうか、および公社の会計原則を遵守しているかどうかを

評価した。

我々は、リスク・コントロール部門による実施された評価のレ

ビュー、評価プロセスにおける4つの目の原則の適用および公社

による評価調整の内部評価を含む評価プロセスに対する公社の

管理を検証した。

我々は、評価モデルに用いられる方法および仮定に異議を申

し立てる際に、我々の監査手続の遂行を補佐する内部評価の専

門家を雇用している。我々は、当該年度に実施された発行済有価

証券に対する変更された評価方法に特に留意した。

サンプル・ベースで、我々は、モデルに用いられるインプットデ

ータを適切な価格情報源と比較し、金融商品のサンプルについて

は、我々独自の独立した評価を実施した。

我々はまた、年次報告書に開示された状況を評価し、提示され

た情報が、経営陣による判断および使用されている評価方法の

適用を理解するために十分に包括的であるかどうかを評価した。
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ヘッジ会計の適用
詳細な情報および記載事項については、年次計算書類の注記2の会計原則ならびに注記6、注記18および注記28の開示の項を参
照のこと。

主要な監査事項の記載 監査におけるレスポンス

ヘッジ会計は、会計の観点からすると複雑な領域である。ヘッジ会
計の対象となるには、ヘッジの性質および目的を記録し、その有効
性に対する定期的な検査を実施するための要件を含む一定の基準
を満たしていなければならない。
　当該会計原則の複雑な性質のために、ヘッジ会計は主要な監査
事項とみなされている。

我々は、ヘッジ会計のための公社の書類を取得し、適用された方法
が公社の会計原則を遵守しているかどうか評価した。さらに、我々
はヘッジ関係に対する公社の有効性の検査を検証した。

年度末に、我々はヘッジ関係が有効性の検査に基づいているか
どうかを査定した。ヘッジのサンプルについては、我々はまたインプ
ット・データの正確性を検証し、有効性の検査結果を評価した。

我々はまた、年次報告書に開示された状況を評価し、提示され
た情報が、公社によるヘッジ会計の適用を理解するために十分に
包括的であるかどうかを評価した。

年次計算書類以外のその他の情報
本書はまた、年次計算書類以外のその他の情報も記載しており、1
頁-19頁に掲載されている。取締役会および社長は、かかるその他の
情報に責任を負う。

年次計算書類に関する我々の意見は、かかるその他の情報をカバ
ーしておらず、我々はかかるその他の情報についていなかる確証も表
明していない。

年次計算書類の我々の監査に関して、我々の責任は上述の情報を
精読し、情報が年次計算書類と著しく矛盾していないかどうかを検討
することである。この過程で、我々はまた、監査により取得されるその
他の知識を考慮に入れ、その他の情報に著しい虚偽記載がされている
ようではないか査定する。

かかる情報に関して実施される作業に基づき、我々が、かかるそ
の他の情報に著しい虚偽記載があると結論を下した場合、我々はか
かる事実を報告する義務がある。この点について、我々は報告するこ
とはない。

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
う。取締役会および社長はまた、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。

年次計算書類の作成において、取締役会および社長は、公社の継
続企業(going concern)としての評価に対して責任を負う。取締役会お
よび社長は、適用ある場合、継続企業および継続企業の会計基準の
使用に関する事項を開示する。ただし、継続企業の会計基準は、取締
役会および社長が公社を清算するか、もしくは業務を停止する意図が
ある場合、または、それら以外の現実的な代替案が存在しない場合適
用されない。

監査委員会は、取締役会の一般的な責任および任務を損なうこと
なく、とりわけ公社の財務報告手続を監督する。

会計監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬によるものかを問わず全体として年次
計算書類に重大な虚偽記載がないことについて合理的な確証を得て、
我々の意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確証と
は、高い水準の確証であるが、ISAおよびスウェーデンにおいて一般に
認められる監査基準に従い実施されている監査が(存在する場合)重
大な虚偽記載を常に検知することを保証するものではない。虚偽記載
は、不正または誤謬により生じ、かかる年次計算書類に基づく経済的
意思決定に個別または全体的に影響を及ぼすと合理的に予測される
場合、重大であると考えられる。

ISAに従った監査の一環として、我々は監査全体にわたり専門的な
判断を行い、職業的懐疑心を維持している。我々はまた、以下の事項
を行っている。
• 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特定および評価、かかるリスクに対応する
監査手続の策定および実施ならびに我々の意見の根拠として十分
かつ適切な監査証拠を取得すること。不正は、談合、偽造、意図的
な不作為、虚偽表示または内部統制の無効化を含むため、不正に
より生じた重大な虚偽記載を検知できないリスクは、誤謬により
生じるリスクよりも危険性が高い。

• 状況に応じて適切な監査手続を策定するために、我々の監査に関
連する公社の内部統制の理解を得ること。ただし、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。

• 採用された会計原則の適切性ならびに取締役会および社長が
行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価す
ること。

• 年次計算書類の作成において、取締役会および社長による継続企
業の会計基準の使用の適切性について結論を下すこと。我々はま
た、公社の継続企業としての能力について重要な疑義が生じる可
能性のある事象または状況に関して重大な不確実性が存在するか
どうかについて、入手した監査証拠に基づき結論を下す。我々が重
大な不確実性が存在すると結論を下した場合、我々は、監査報告
書において関連する年次計算書類の開示について注意を促し、ま
た、かかる開示が不十分である場合、年次会計書類に関する我々
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の意見を修正する義務を負う。我々の結論は、監査報告書の日付
までに得られた監査証拠に基づいているが、将来の事象または状
況により、公社が継続企業であり続けなくなる可能性がある。

• 開示書類を含む年次計算書類の全体の表示、構造および内容な
らびに年次計算書類が公正な表示を達成する方法で基本的な取
引および事象を表示しているかどうかについての評価。

我々は、とりわけ監査の計画範囲および実施時期を取締役会に通知
しなければならない。我々はまた、我々が特定した内部統制における
重大な欠陥を含む監査上の重大な発見事項について通知しなければ
ならない。

我々はまた、独立性に関する倫理要件に準拠していることならびに
我々の独立性に影響すると合理的に考えられるすべての関係およびそ
の他の事項および(適用ある場合)関連する予防措置を伝達することに
ついての表明を取締役会に提供しなければならない。

取締役会に伝達した事項より、我々は、年次計算書類および連結
計算書類の監査において最も重要となる事項(重大な虚偽記載に関す
る最も重要な評価リスクを含む。)を決定し、それが主要な監査事項と
なる。我々は、法律または規制によりかかる事項についての開示が除
外されるか、または(ごくまれな状況であるが)記載することによる悪影
響が、公共の利益を上回ると合理的に想定されるため監査報告書に
記載すべきではないと我々が判断した場合を除き、かかる事項を監査
報告書に記載する。
 
その他の法律および規制上の要件に関する報告
意見
年次計算書類の我々の監査に加え、我々は、2016年度についての公
社の取締役会および社長による経営ならびに公社の利益または損失
の処分の提案を審査した。

我々は、株主総会に対して、法定経営報告書の提案に従い利益を
処分することならびに取締役および社長を当該会計年度の責任から
免除することを勧告する。

意見の根拠
我々は、スウェーデンにおいて一般に認められる監査基準に従い監査
を実施した。これらの基準に基づく我々の責任についての詳細は、会
計監査人の責任の項に記載されている。我々は公社から独立してお
り、スウェーデンにおける会計士の職業倫理に従い、また、これらの要
件に従った我々の倫理的責任を果たしている。

我々は、我々が得た監査証拠が我々の意見の根拠として十分かつ
適切であると確信している。
 
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。配当
の提案においては、公社の業態、規模およびリスクが公社の自己資本
の規模、連結要件、流動性およびポジション一般に求める要件を考慮
した場合に、配当が正当であるかどうかの評価を含む。

取締役会は、公社の組織および経営に責任を負う。これは、とりわ
け公社の財政状態の継続的な評価ならびに公社の組織が会計、資産
の管理およびその他公社の財務が安定して運営されるように設計され
ていることの確認を含む。

社長は、取締役会のガイドラインおよび指示に従い現行の経営を

管理し、とりわけ、法律に従い公社の会計業務を遂行し、安定して資
産の管理を行うために必要な措置を講じる。

会計監査人の責任
経営の監査およびそれによる責任免除についての我々の意見に関する
我々の目的は、取締役のいずれかまたは社長が重要な点において以下
に該当するかどうかについて合理的な程度の確証をもって評価するた
めの監査証拠を得ることである。
• 公社に法的責任を生じさせるような作為または不作為を犯した

こと。
• その他の方法により会社法、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たこと。

公社の利益または損失の処分の提案の監査およびそれについての我
々の意見に関する我々の目的は、提案が会社法に準拠しているどうか
について合理的な程度の確証をもって評価することである。

合理的な確証とは、高い水準の確証であるが、スウェーデンにおい
て一般に認められる監査基準に従い実施されている監査が、公社に法
的責任を生じさせるような作為もしくは不作為または公社の利益もし
くは損失の処分の提案が会社法に準拠していないことを常に検知す
ることを保証するものではない。

スウェーデンにおいて一般に認められる監査基準に従った監査の
一環として、我々は監査全体にわたり専門的な判断を行い、職業的
懐疑心を維持している。経営および公社の利益または損失の処分の
提案の審査は、主に会計監査に基づいている。追加で実施される監
査手続は、リスクおよび重大性を出発点とした我々の専門的な判断
に基づいている。これは、我々が業務に関し重要であり、逸脱および
違反が公社の状況に対し特別な重要性を持つ行為、分野および関係
性に審査の焦点を合わせることを意味する。我々は、責任免除に関
する決定、賛同、行為およびその他の状況について審査および検証
を行う。我々は、公社の利益または損失の処分の取締役会の提案に
ついての意見の根拠として、かかる提案が会社法に準拠しているかど
うか検証した。

ストックホルム、2017年2月14日

ケーピーエムジーAB

アンダーシュ・タグデ
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2016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、2017年2月13日 

 バーブロー・ハッセル セシリア・レーフグレン
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公社のウェブサイトwww.kommuninvest.se上では、公社およびそ
のサービスならびにスウェーデンにおける地方自治体当局の経済お
よび財政に影響を及ぼすニュースを閲覧できる。ウェブサイト上、以
下も掲載されている。

• 組合員に毎週提供されているニュースレター(最新版はマクロ経済
の動向および地方自治体当局の財政に影響を及ぼすその他の分
野について更新されている。)

• 地方自治体財政に関する報告書
• 組合員向け雑誌Dialogue
• 債務管理ツールであるKI Finansへのログイン
• 投資家向け情報


