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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。

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。

277
+ 11

公社は、277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。

3,100億 クローネ

 2017年度末現在、公社の貸付総額は

3,100億クローネに上った。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。

グリーン融資 
グリーン融資は、気候に

優しい投資プロジェクトに資金を

提供するために2015年に導入

された。2017年度において、承認

されたグリーン融資の額は、270億

クローネ(前年度：180億クローネ)

に増加した。

明確な役割分担に
よる組織

Kommuninvestは、2つの組織からなる。
a)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 b)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 
資金調達、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、事業開発、および
デジタル化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。

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。

Green Loans

1986年設立
1986年の設立以来、公社はスウェーデンの地方

自治体部門の資金調達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。

グリーン融資

AAA

Aaa
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地方自治体部門の
借入れの50％
2017年度において、公社は、コミューンおよびランスティング/リジ
ョン間の借入ニーズの増加、新規組合員および既存組合員間の貸
付けにおけるシェアの増加の結果として、貸付けが初めて3,000億
クローネを超えた。当該年度末現在、貸付高は3,100億クローネで
あり、これは地方自治体部門の対外借入全体の50％に相当する。

レバレッジ比率に
関するEUによる明確化 
2017年度中、欧州委員会はレバレッジ比率要件の導入に関し、
「公共開発金融機関」(PDCI)に設定される要件を修正した。提
案の修正によって、間接的なエクスポージャー(例えば地方自治
体の関係会社への貸付け)であってもPDCIに対する特別なレバ
レッジ規則の対象となる旨が明確にされている。さらに現在で
は、ある機関がPDCIとみなされるために公法に基づき設立され
る必要がないと言われている。

公社の評価では、公社はPDCIとして定義される同基準のすべてを
満たしており、レバレッジ比率が貸借対照表に基づいている状況
とは異なり、所要自己資本の大幅な減少につながる可能性があ
る。レバレッジ比率要件は2019年に導入される予定であるが、か
かる提案は最終的なものではない。36頁も参照のこと。

当該年度の重要な事象

スウェーデンの
地方自治体に国連の賞
2017年11月にボンで開催された国連気候変動会議COP23におい
て、スウェーデンの地方自治体部門は、公社および組合員によって発
展されたグリーンファイナンス・モデルに対して国連の「気候変動対
策推進賞」(Momentum for Change Climate Solutions Award)を受賞した。

賞を受け取ったのは、ウーメオーのコミューン執行委員会副議長で
あるマルガレータ・ロングレンおよび公社の持続可能性担当責任
者であるビョーン・ベリィストランドであった。公社は、気候に優し
い投資のための資金調達の分野でノミネートされた3つの受賞者の
うちの1つであった。国連によると、公社のグリーンファイナンス・モ
デルは、具体的、革新的および急成長の余地があり、参考にされう
るソリューションの一例である。

 

2017年度において、グリーンファイナンスに対する
国連の賞を含め、いくつかの画期的な出来事が起こった。

地方自治体向け貸付市場における公社の地位は強化され、
また欧州委員会が重要な説明を行った。
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過去数年間の要約 スウェーデン地方金融公社
2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

総資産(十億クローネ) 356.9 361.7 340.6 312.1 277.5

貸付金(十億クローネ) 310.1 277.0 254.4 222.8 208.6

当期利益(百万クローネ) 876.0 309.8 561.3 568.4 590.7

組合員数(合計) 288 286 280 280 278

うちコミューン 277 275 272 272 270

うちランスティング/リジョン 11 11 8 8 8

コアTier1資本比率1(％) 212.4 103.7 44.6 34.6 37.0 

Tier1資本比率2(％) 212.4 103.7 44.6 34.6 37.0 

総自己資本比率3(％) 212.4 122.1 59.8 49.3 59.5 

CRRに基づくレバレッジ比率4(％) 1.78 1.56 0.87 0.75 0.57

1) リスク・エクスポージャー合計に対するコアTier1資本。35－36頁および注記3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。35－36頁および注記3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。35－36頁および注記3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。主要指標である「レバレッジ比率(劣後ローンを含む場合)」はもう使われていない。36頁および注記3も参照のこと。

スウェーデン・ベンチマーク債   
プログラム 49 (47) %

ベンチマーク債による借入れ        
(その他通貨建)  25 (29) %

その他  
0% (1) %グリーンボンド 

4 (3) %
日本における
債券の売出し 
1 (3) %

ECP (ユーロ・コマーシャル・
ペーパ ー・プ ログ ラム )  
10 (4) %

私募  
8 (9) %

公募債               
3 (4) %

借入ポートフォリオの
借入プログラム別内訳

(コマーシャル・ペーパーによる借入れを除く)

地方自治体向け貸付け
市場シェア1 

独自の資金調達
プログラムを通じての
借入れ  
32 (32) %

コミューン      
41 (40) %

地方自治体の
住宅供給会社 
30 (30) %

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 
6 (7) %

ランスティング/リジョン 
1 (1) %

 公社の貸付ポートフォリオ
 

1) 借入残高合計に対する比率の予想

すべての円グラフにつき、数値は2017年12月31日現在である(括弧内は2016年12月31日現在)。

公社を通じての
借入れ
50 (48) %

銀行からの借入れ  
18 (20) %
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持続可能な社会への移行に
重要な役割を果たします

国際協定を受けて、持続可能な資本市場への移行のペースが加速しました。
コミュニティの構築者としての都市および地域の役割は、ますます顕著になってきています。

公社は、組合員および顧客が求める効率の良い安定した資金調達ソリューションを
長期的に提供する能力を強化しました。

外部の動向は、前例のない勢いで進展しています。格差の広が
り、マクロ経済の変化、地政学的な不透明感、技術開発ならびに
環境およびエネルギーの問題は、国およびコミュニティに大きな
影響を及ぼしています。

急速に変化する時代においては、世論に耳を傾け、リスクおよ
び機会との関連性を意識的に維持することが不可欠です。外部の
動向およびそれらの潜在的影響を注意深く監視することは、私た
ちの効果的なリスク・コントロールの取組みの一環です。

持続可能な資本市場へ向けて
これらの変化は、公社ならびに組合員および顧客にとって好機で
す。例えば、金融システムは現在、より持続可能な方向へ再構築
されています。これは、国際的な規制上の取組みに一部起因して
いますが、特に物事の進め方に関して優れたアイディアがあれば、
進んで実行するという個人の行動の変化によるものです。社会が
より持続可能な方向へ発展するためには、金融システムが気候リ
スクを評価し、価格設定できることが不可欠です。

例えば、地方自治体当局は、エネルギー効率の良い建築物お
よび再生可能エネルギーの生産に多額の投資を行っています。現
在数年間にわたり、これらの投資について、公社のグリーン融資
を通じた融資が可能となっています。好調なグリーン融資の需要
に支えられ、公社は、スウェーデン最大のグリーンボンドの発行
体としての地位およびこの分野における世界有数の発行体として
の地位を築くことができました。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、コミュニティの構築者として、またこ
の重要な再編における模範でありかつ主要な当事者として、独自
に位置づけられています。

戦略的に重要なデジタル化および効率性 
デジタル化は、公社に最も影響を及ぼす世界的な潮流の一つで
あり、業務を合理化しサービス提供を向上させるために私たちが
多大なエネルギーを投入している分野です。その一例は私たちの
「KI Finans」というサービスです。これにより地方自治体当局が
その作成に数日かかっていた報告書を、ボタンひとつで作成する
ことができるようになりました。これは、組合員および顧客に直
接役立つ効率性の向上を意味しています。その他の効率性の向
上は、融資条件の改善を通じて組合員および顧客の利益となっ
ています。

業務全体にわたり効率よく取り組むことは非常に重要です。当
該年度中、私たちは資金調達、貸付けおよび経営の間のより効率

的な相互作用の達成に特に注力してきました。これにより私たち
は、サービスの価格および質の面でより組合員および顧客のニー
ズに対応することができます。

調査中の文化および価値
公社について、リスクの低さ、安定性の高さおよび利害関係者か
らの強い信頼が浸透しています。2006年以来、私たちは主要な
信用格付機関から最上位の信用格付AAA/Aaa(アウトルック安定
的)を取得しています。これは、私たちが最も守らなくてはいけな
いものです。

あらゆるレベルかつあらゆる事業分野で公社の文化をいかに
育み発展させていくかは、非常に重要です。私たちの文化には、
開放性、組合員への注力および他の人々のお金を扱っているとい
うことへの意識が浸透しています。私たちは、この文化が引き続
き私たちを支えてくれるよう、意識的に努力をしていきます。

文化の問題は、金融機関の行動の決め手となるため、非常に重
要です。世界の様々な地域での規制が、監督に際し文化の問題を
重視しているという事実は、この問題の重要性を反映しています。

良いスタート位置
全体として、2017年度は公社にとって非常に良い年でした。特
に、スウェーデンのコミューンおよびランスティングの間のグリー
ン融資のパートナーシップに国連が注目し、気候変動ボン会議で
「気候変動対策推進賞」(Momentum for Change Climate 
Solutions Award)に選出したことを喜ばしく思います。

対話を継続することは、私たちの将来的な発展の方向性、質
および効率性の中核です。組織として、公社は熱心な聴き手であ
り、周囲の環境や利害関係者から学ぶことに努めます。常に学ぶ
ことはまだまだあるという意識が、私たちの組合員および顧客へ
の貢献を的を絞った関連性のあるものにし、価値を生み出すため
の基礎となります。

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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地方自治体の資金調達に
とって良い年

当初から、公社には数々の良い年がありましたが、歴史書が書かれる際には、
おそらく2017年度は特に堅調な年だったと明らかになることでしょう。

短期および長期の投資のための資金調達に向けた地方自治体の
インフラ強化のため、様々な開発が行われました。

約290のコミューンおよびランスティング/リジョンが、スウェー
デン地方金融協同組合の組合員であるため、持分の過半数を所
有する関係会社とともに、団体および連合体もスウェーデン地方
金融公社から資金を借り入れることができます。組合員および顧
客へのサービスとして、私たちは、スウェーデンの福祉への投資
のための安全でコスト効率の高い融資を確保することに日々努め
ています。

全員に利益をもたらす協同組合への参加
貸付総額は、地方自治体の投資および借入れへの需要が高まっ
たこと、また同部門全体での借入れにおける公社のシェアが増加
したことにより、12％増加して3,100億クローネとなりました。リ
ンショーピング・コミューンおよびモルンダール市が、新たに組合
員となりました。

私たちは、顧客、デジタル化、効率性および職務遂行能力の4
つの分野で変革プロセスに注力しています。これは、公社が将来
にわたって引き続き組合員や顧客の期待に応えられるようにする
ためです。

将来の地方自治体のための資金調達窓口機関
「KI Finans」サービスのおかげで、私たちは地方自治体の債務管
理に関する膨大なデータを利用することができます。これによ
り、公社の組合員および顧客のための詳細な分析およびより効率
的な債務管理が可能です。低コストで安全な信用供与に加え、デ
ータ分析およびベンチマークに基づく相談を行う大きな機会とな
ります。

また、私たちはサービスの大幅なデジタル化も開始しました。
私たちは、分析サービスの簡素化および改良のための人工知能
研究について、エーレブロー大学と提携しています。 

コスト効率の高い借入れおよびマッチング
効率の良い資金調達および低い管理費は、借入コストの低下とい
う形で組合員に向けた長期的な付加価値を生むために不可欠で
す。私たちは、米ドルおよびクローネの戦略的借入市場をより一
層重視しており、公社の債券の魅力を増すための一連の取組み
を行っています。特にスウェーデン市場を重視しています。

資産と負債のマッチングのための新戦略が、当該年度中に導

入されました。これは、貸付条件の向上に加え、より堅調な流動
性準備金にもつながります。

環境問題に関する再編成により、地方自治体と投資家が団結
今日、機関投資家はますます資金の持続可能な運用を求めてお
り、また明確に定義されたグリーン・プロジェクトおよび/またはソ
ーシャル・プロジェクトに融資しようとしています。コミューンやラ
ンスティング/リジョンによる持続可能なグリーン投資および社会
的な投資に主に融資を行う公社のような金融機関にとって、これ
は好機です。現在まで、グリーン融資およびグリーンボンドに関す
る取組みは成功しており、当該年度中に国連気候変動枠組条約
事務局から賞を授与されたことにより、高く評価されています。

持続可能な地方自治体財政
大規模な投資ニーズを持続的に満たすことは、引き続き地方自治
体部門の焦点です。今後数年間、福祉サービスの需要は引き続き
大きいと見込まれます。私たちは、地方自治体の投資および対外
借入金債務が今後数年で毎年5％超増加すると予測しています。
同時に、地方自治体の年金債務は減少しており、スウェーデン経
済は順調に成長しています。結果として、全体的な債務の増加は
対処可能なものであり、GDPに対して限定的です。

正しい軌道へ
 要約すれば、2017年度は地方自治体の資金調達のためのインフ
ラを引き続き整えるための良い基盤を築くことができた年でし
た。当該年度にわたる好調なマーケティングと規制の動向によ
り、私と私の同僚たちは強い確信をもって来年度に向かうことが
できるでしょう。

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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公社の事業が社会に対してどのように影響するかということに責
任を負うのは、公社にとっては当然のことである。しかしながら、
公社が実質的な影響をもたらすのは、協同組合の組合員に対して
魅力的な金融ソリューションを提供することによってである。公
社はその事業を通じて、さらに大きな経済的、環境的および社会
的な責任を受け入れるための余地および機会を作り出している。

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。医療、教育および在宅看護を含め
て市民が受ける最も重要な社会福祉サービスについては、これら
の諸機関の管理下にある。諸機関はまた、住宅建設、エネルギー
供給、公共輸送、水道および公衆衛生、廃棄物処理および再生利
用といった形での基本的な社会インフラにおいても中心的な役
割を担っている。公共投資の半分以上が地方自治体部門におい
て行われており、地方自治体の投資はスウェーデンの経済に大き
く貢献している。

地方自治体部門は、主要な雇用主でもある。2016年のスウェー
デンにおける雇用総数のうち、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/リジョンの雇用はおよそ25％を
占めた。

今後数年にわたり、地方自治体部門は、継続的な成長のため
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。これらの多額の投資において共通するのは、い
ずれも持続可能性への高い意欲が反映されているということであ
る。その結果、公社は、地方レベルおよび地域のレベル(とりわ
け、コミューンおよびランスティング/リジョン)における持続可能
性に係る取組みを支援することは、持続可能な金融ソリューショ
ンを提供することによって達成すべき中心的な任務となるであろ
うと考えている。

持続可能性報告書は、主要なデータを含み、Kommuninvest
グループ全体を網羅する。

2017年度
持続可能性報告書

スウェーデンにおいて今後行われる予定の投資の大部分は、公社の組合員である288のコミューン
およびランスティング/リジョンの一部によって行われる。これにより、公社はスウェーデン各地の

住宅、学校、発電所、老人ホーム、病院およびその他の主要な社会インフラのための融資に
携わることになる。このように、公社はより強力な福祉および持続可能な社会に貢献している。

持続可能性報告書
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2015年に、国連の新たな世界規模の開発目標が採択
され、2030アジェンダと呼ばれるこの目標は、持続可
能な開発を目指すものである。これには17の目標があ
り、169項目の達成基準が盛り込まれている。2030ア
ジェンダが国内でどのように受け取られているか、その
実態の詳細を把握するために、スウェーデン・コミュー
ン・ランスティング連合(SALAR)は、2017年の春にスウ
ェーデン国連協会および2030アジェンダの代表団の
事務局員とともに調査を行った。

この調査により、以下のことがわかっている。
• コミューンおよびランスティング/リジョンの半数近

くが、2030アジェンダを持続可能な開発に向けたツ
ールとして利用している。

• 長きにわたり、地方自治体部門は、2030アジェンダ
がその過程におけるツールまたは標語として直接的
に利用されていない場合であっても、持続可能な開
発に積極的に取り組んできた。

• 24のコミューンおよび7のランスティングにおいて、
コミューン執行委員会およびランスティング/リジョ
ン運営委員会または議会は、2030アジェンダに関
連して何らかの立場を取っている。

• 2030アジェンダは、とりわけ社会、環境および経済
という持続可能性の3つの側面をまとめて伝達する
ための、持続可能性への取組みが集約された有益な
包括的方策と認識されている。

スウェーデン・コミューン・ランスティング連合は、その
総会で採択された2016年から2019年にかけた目標文
書である「社会福祉責任」の内容を、2030アジェンダ
の目標と一致するような範囲に設定している。かかる目
標文書には、スウェーデンのコミューンおよびランステ
ィング/リジョンの部門組織としてのスウェーデン・コミ
ューン・ランスティング連合が、かかる期間にどのように
してその取組みを実施するかについて記載している。
分析では、17のグローバル目標のうち、16に直接的また
は間接的なつながりがあると示されている。目標文書
は、グローバル目標および達成基準に沿ったものであ
り、これは、かかる目標文書がどのようにこれらの目標
に結びついているかという点だけでなく、そのビジョン、
補足文書および全体像が2030アジェンダの精神にどれ
ほど大きく反映されているかといった点においても示さ
れている。

国連の開発目標および
スウェーデンの地方自治体部門の
持続可能性に係る取組み
スウェーデン・コミューン・ランスティング連合(SALAR)の調査によれば、スウェーデンの全コミューンおよびラ
ンスティング/リジョンの半数近くが、その持続可能性への取組みにおいて2030アジェンダを利用している。

新規移住者をスウェーデンの学校に迎え入れるには新たな方法が必要となる。エーレブ
ローのヴィーヴァラスコーラン学校の準備クラスの生徒は、より多様な混合クラスによ
りレベルが向上し、知識格差が縮小することを期待して、いくつかに分けられて他の学
校に移されている。

持続可能性報告書
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貸付け グリーン融資 効率的な債務管理 評価(CSI、ESI、ISI) 剰余金の分配

公社の社会への持続可能な
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。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。

• 2017年度末現在、スウェーデンのコミューンの96％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業績を支えている。

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。支払義務

を果たす良好な状態を保護するために、公社は、非常に優れた信用度とともに流

動性の高い確定利付証券の流動性準備金を保持している。

• 2017年度、公社は760億クローネ(前年度：1,040億クローネ)を借り入れた。借

入総額は3,390億クローネ(前年度：3,440億クローネ)であった。

• 2017年度末現在、公社は、貸付額の12％(前年度：22％)に相当する380億クロ

ーネ(前年度：600億クローネ)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、3,100億クローネ(前年度：2,770億クローネ)で

あった。

1 2

公社の直接的な影響力
持続可能性の観点からみると、公社の主要な直接的影響力には、主とし

て、公社の借入れによる資金調達を通じた公社の利害関係者および社会、公社の

従業員に対する責任、公社の地域協力への尽力ならびに公社の直接的な環境負荷

に対し、公社の業務がどのような影響を与えるかが含まれる。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。

• 公社は、資本市場で最も低いコストで借入れを行う地方自治体であり続け、組

合員間での市場シェアは向上した。公社の組合員に非常に魅力的な融資を提供

できることに加えて、公社の良好な業績により、協同組合から組合員に余剰金

445百万クローネ(前年度：501百万クローネ)を分配することができた。

• 協同組合の全組合員は、債務管理のさらなる効率性のために公社が開発したツ

ールである「KI Finans」を利用できる。組合員の66％(前年度：57％)がフルスケ

ール・バージョンを使用した。

•　従業員および投資家間における公社の評価は、調査の結果高水準を維持

した。

公社の間接的な影響力
公社は、コミューンおよびランスティング/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。

• 2017年度末現在、公社はスウェーデンの地方自治体の借入れ全体のうち、50

％(前年度：48％)を占めた。

• 承認されたグリーン融資の額は、270億クローネ(前年度：180億クローネ)に増加

した。2017年度中、65件(前年度：72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により資金を得た。

• 公社は、国連の「気候変動対策推進賞」(Momentum for Change Climate 

Solutions Award)を授与され、グリーンボンドについて報告された影響に関して

北欧の調和イニシアチブを先導した。

• 公社の業務モデルは、組合員にとって安定性および安全性の向上に貢献する。

公社の債券は、世界中の機関投資家に広く販売され、困難な時勢にあって安全

な投資としてみなされている。必要に応じて、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、地域社会において貢献をしている。

• 公社の国際的な献身は、地方自治体向け債務管理の持続可能性に対する認識

の高まりにスウェーデン国外でも寄与している。

3 4

持続可能性報告書
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貸付け グリーン融資 効率的な債務管理 評価(CSI、ESI、ISI) 剰余金の分配

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：3,100億クローネ

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：3,390億クローネ

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：
380億クローネ

公社の業務2

公社の直接的な影響力

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

3

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」

 

4 公社の間接的な影響力

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

持続可能性報告書
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利害関係者との対話
公社は、様々な方法で公社の業務に影響を与え、また、公社の業
務から影響を受ける幅広い利害関係者との関係を有している。公
社の活動が影響を及ぼし、利害関係者が極めて重要だと考える
経済的、社会的および環境的な課題を識別するためには、公社
の利害関係者の話に耳を傾けることが非常に重要である。

公社の利害関係者との対話には、例えば顧客および持分保有
者との組織的な会合、従業員代表および中央省庁の代表者との
協議等が含まれている。さらに、公社は、持分保有者、顧客、従業
員および投資家との定期的な調査を実施している。2017年以降
の公社の持続可能性への取組みの土台として、主要な持続可能
性に係る課題についての調査が、2016年末に公社の主要な利害
関係者との間で実施された。この調査は2年ごとに繰り返し実施
される予定である。

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。公社の持分保有者
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、主にコミューンお
よびランスティング/リジョンの職員/機関からの金融の専門家と
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。2017年の組合員協議会はスウェーデン全土
にわたって18ヵ所で開催され、315人が参加した。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。2017年の金融セミナーは8ヵ所で開催され、
合計227人が参加した。

その他の社会的な関係者、すなわち、中央政府省庁、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。

重要性の分析
利害関係者との対話を通じて、公社はどの持続可能性に係る課題
に公社が取り組むべきかについての考えをまとめる。2016年終
わり頃に実施された持続可能性に係る利害関係者の調査におい
て、外部および内部の利害関係者は、公社がどのイニシアチブを
優先させるべきか、優先順位を付けるよう求められた。貸付けと
借入れの環境面が利害関係者にとって最も重要であると考えら
れた課題である。

持続可能性に係る取組みのガバナンス
持続可能性担当マネージャーは、それぞれの責任分野の中で持
続可能性の側面を考慮することに責任を負う執行役員グループ
および部門責任者と緊密に連携しつつ、公社の持続可能性に係
る取組みの管理、展開および見直しを行うことに責任を負ってい
る。持続可能性に係る取組みについてのガイドラインが、公社の
取締役会により採用された持続性方針において詳述されており、
さらに労働安全および個人の安全、ITセキュリティ、平等性およ
び多様性、職務遂行能力の支援、収賄および接待、ならびに規則
の遵守に関する補足的な方針および指示において詳細が規定さ
れている。

持続可能性リスク
持続可能性リスクとは、公社の事業が、企業倫理および汚職

の観点から、直接的または間接的にその事業を取り巻く環境に
悪影響を及ぼすリスクであり、それにはマネーロンダリングおよ
びテロ資金供与、気候および環境、ならびに労働環境を含む人権
が含まれる。公社は、自らが主に、倫理やITセキュリティに関連す
る持続可能性リスク、また「グリーンウォッシング」と呼ばれ、出
資を行った環境面および気候関連の投資計画が持続可能性の要
件を満たすことができないというリスクにさらされていると考えて
いる。

持続可能性リスクに対処するための公社の行動は、主に国内
外の規則や協同組合の持分保有者指令に沿ったガイドライン、
内部指示および内部方針によって統制されている。「グリーンウ
ォッシング」に関連して、公社の持続可能性リスクは、グリーンボ
ンドの枠組みを通じて管理され、これにはグリーン融資のための
投資計画を評価し承認することに責任を負う専門委員会が含ま
れている。

重点が置かれる分野
安定した費用効率が高い金融ソリューション
公社の基本的な使命は、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、金融市場の不安定な時期も含めて、有利な条

持続可能性に係る取組みの重点
倫理的な行動を取り、経済的、環境的および長期的な持続可能性のある社会の発展に対して責任を負
うことは、公社の持続可能性に係る取組みの根幹を成す。公社はまた、この取組みについて利害関係者
との活発な対話および意思疎通を促進することを目指す。 

持続可能性報告書
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件で借入れによる資金調達を利用できるように努めることである。
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。

グリーン融資およびグリーンボンド
公社では、金融商品に対する需要が増加しており、これにより借
り手と投資家のいずれもが持続可能性への意欲を具体的に示す
ことができるようになった。公社は現在、環境面および気候面で
明確な利点のある地方自治体の投資計画への資金提供のための
グリーン融資を提供している。公社は、グリーンボンドを発行す
ることによりグリーン融資の資金提供を行っている。

魅力的な職場
公社がその使命を無事に達成するには、多様性、男女平等およ
び仕事熱心な従業員により特徴付けられる文化が不可欠であ
る。公社は、これらすべての分野に積極的に取り組んでいるた
め、公社では管理職に占める女性の比率が高く、外国籍の従業員
の比率が高く、従業員に対する関心も強い。

GRIを参考にしている検討
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。

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。

持続可能性調査は2016年末に実施され、今後も2年ごとに実施される予定である。

*  60－75の間の指数は「満足」、75以上の指数は「非常に満足」とみなされる。調査は
2年ごとに実施される。

*  2017年、公社は、国際投資家の調査において第2位(前回は第3位)の金融機関となっ
た。この調査は、2015年に初めて実施された。

投資家満足度調査顧客満足度調査
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公社は、いかなる種類の汚職も許容しない。従業員は、不正であ
りその結果犯罪にあたると考えられる利益を供与または収受して
はならない。公社は、すべての潜在的なおよび既に生じた利益相
反を特定し対処する必要がある。

地方自治体の資金調達窓口機関
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、安定的かつ効率的で費用を最低限に
抑えた資金提供を継続して行うことである。したがって、公社が
地方自治体部門に対して果たす役割は、スウェーデン王国理財委
員会が中央政府および官庁に対して果たす役割と同様である。

費用を抑えた資金提供とは、国税資金のさらなる広がりを意
味する。金融不安の時期においても公社が資金提供を継続でき
ている事実は、地方自治体部門の安全性および金融システムの
安定性に貢献している。したがって、公社の取組みは、可能な限り
最も効率的な資金提供を確実に行うことならびに資金提供の過
程において助言および支援を行うことで、組合員の財政面での持
続可能性を強化するという間接的な効果がある。

公社は、金融機関による融資を補う新たな資金源を地方自治
体に提供するために、1986年に設立された。公社の貸付事業の
対象は、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
(それらが持分の過半数を所有する関係会社および団体を含む。)
に限定される。当該事業の特徴は、リスク・エクスポージャーを可
能な限り低くし、利潤を追求しないことである。スウェーデン地
方金融協同組合の組合員は、高い信用力を確保し借入コストを抑
えるために、公社の約定への連帯保証を引き受けている。

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。2017年度、総資産に対する管
理費用は6.1ベーシス・ポイント(前年度：5.5ベーシス・ポイント)
であった。

事業からの利益は、出資金に係る利息および取引高に応じた
還元の形態で、組合員に返還される。2017年度において、かかる

方法で445.4百万クローネ(前年度：500.7百万クローネ)が協同組
合の組合員に返還された。

腐敗防止および企業倫理
公社は、取引および相手との関係において、公社の行動規範およ
び持続性方針の両方に明記された優れた企業倫理を浸透させる
よう努力している。公社の従業員は、事業に適用される法令、規
制および規則を遵守し、常に、透明性、整合性および誠実さを備
えた倫理的に正しい振る舞いをしなければならない。公社は、い
かなる形の汚職も許容しない。

ビジネス・モデルおよびビジネス関係のリスク評価は、その作
業の焦点が低リスクの国に当てられるようにするために行われ
る。その法律違反につながりうる重大な不正の疑いは報告され
る。これらの違反行為は、外部のグループにより運営される内部
告発機関を通じて匿名で報告することも可能である。当該年度
中、腐敗防止またはマネーロンダリングに関するガイドラインに

関連するいずれの事項にも調査が入らなかった。

最も低い借入コスト
次頁のグラフは、スウェーデンの債券市場における、地方自治体
の借入コストの基準相場および満期までの残存期間の点での比
較である。緑色の線は、公社が、満期毎に、最も低い借入コスト、
すなわち、他の参加者より約20～40ベーシス・ポイント低いコス
トで借入れを行う地方自治体参加者であることを示している。

地方自治体部門の状況への深い理解
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、とり
わけ、エーレブロー大学と密接に提携し、地方自治体部門の債務
管理および財政状態の研究等を進めている。公社は、毎年、地方
自治体の投資および資金調達の推移に関する報告書を発表して
おり、また、地方自治体の借入れ、債務および投資に関連する動
向および事象を特に研究している。2017年度に公開データベー
スが開始され、スウェーデンのすべての地方自治体当局の投資、
借入債務および人口の動向に関する比較が可能になった。

経済的責任
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。公社およびその従業員は、事業に適用される法令、規制および規則を遵守し、常に、
透明性、整合性および誠実さを備えた倫理的に正しい振る舞いをしなければならない。

持続可能性報告書
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経済的価値の創出 － Kommuninvest グループ

2018年2月12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 

  地方自治体の関係会社 
   格付AAAの地方自治体当局
   格付AA+の地方自治体当局

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

単位 2017年度 2016年度 2015年度

総収入 

利息収益 百万クローネ 452.3 654.0 1,438.3

その他営業収益 百万クローネ 6.2 7.2 4.5

分配された価値

利息費用 百万クローネ -426.4 -107.9 640.0

支払手数料 百万クローネ 7.3 5.2 5.3

給与および報酬 百万クローネ 70.4 68.1 62.0

年金費用、研修費および
その他人件費1 百万クローネ 21.1 29.4 20.6

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 25.3 23.7 22.0

破綻処理費用/安定化政策費用 百万クローネ 66.3 31.4 120.5

その他の営業費用1 百万クローネ 102.6 93.2 79.4

税金 百万クローネ 28.0 0.4 -31.2
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 445.4 500.7 679.5

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 % 0.061 0.055 0.051

1)  契約雇用者費用の移転により、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2017年度に行われた支払については2016年会計年度を指す。
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公社は、その事業において、人権に対する悪影響を引き起こ
すかまたは助長する行為を回避し、もしそのような影響が生
じた場合はこれに対応する。従業員は、労働と余暇との兼ね
合いを図ることができる。

公社は、適用ある法令および労働市場の契約に関する十
分な知識を有し、それらを遵守する。これには、特に、差別、
環境、公開会社および事業上の関係に関連する法令が含ま
れる。公社は、いかなる形の差別も許容しない。

平等性、多様性および育成
公社が現在および将来の両方の従業員にとって魅力的な雇
用者であるために、公社の男女平等・多様性方針では、組織
内 の 男 女平 等 および 多 様 性 の 重 要 性 が 強 調 されて い
る。2017年度末現在、全従業員の49％(前年度：41％)が女性
であった。管理者では38％(前年度：45％)、執行役員グルー
プでは40％(前年度：67％)が女性であった。性別、民族性、
宗教的信条、年齢、障害または性的指向にかかわらず、技能
を有する従業員を惹きつけ、維持し、さらに育成できるよう
にすることが目標である。

社内調査によると、2018年度初頭現在、公社の従業員の
うち18％がスウェーデン以外の国の出身である。公社内の従
業員の出身国は、合計13ヵ国である。

当年度の従業員調査
当年度の従業員調査の結果によると、公社は平等で差別の
ない職場であり、従業員は公社の社会的使命に大きく貢献し
ていると感じていることが示された。従業員はまた、公社は
労働と余暇との兼ね合いを図ることができる職場であると感
じている。改善されるべき分野には、作業ペースおよびストレ
スならびに社内コミュニケーションが含まれる。公社の2017
年度従業員満足度指数は68(前年度：69)、また(新たな基準
である)従業員忠誠心指数は75であった。これらを合わせる
と、公社の従業員の81％が満足し忠誠心があり、これは、比
較的高い評価であると考えられる。

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」と称するプログラムでの野心的な試みを開始した。
このプログラムにおいて、従業員は、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
グラムを提供される。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。

公社が開く労働市場への入口
学生にとって、労働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名に、最初の
適切な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、十分な能力があるものの労働市場に参入する際
の壁がやや高い学生を優先させている。例として、民族的背
景または障害に関するものがある。開始後2期の成果は十分
なものであった。公社での1年間の就業体験の後、4名は、他
の金融部門の雇用者の下で、受けた教育に合った正社員の職
を得ている。

地域社会の中での支援策
公社は、伝統的な意味での財政援助は行っていないが、顕著
な社会貢献をしている提携パートナーを、特に、公社の本社
の所在地であるエーレブローのベンチャー企業に重点を置
いて探している。公社は、教育、文化および社会参加に関す
る活動に焦点を当て、また、男女平等、多様性および倫理の
点での公社の価値観を共有する。支援策には、後期中等教
育を受ける移民児童への宿題の手助け、OpenArtプログラム
における芸術的試みの支援、障害のある人々へのサッカーお
よび乗馬の機会の提供や、ヴィーヴァラ地区の移民女性に対
する支援策がある。

増加した社会的持続可能性を支えるための資金提供
社会的持続可能性ならびに重大な社会問題を抱える地域お
よび関連する社会的コストに対処するための予防的取組み
に焦点を当てた、戦略的取組みを実施するコミューンが増加
している。コミューンおよびランスティング/リジョンは、統
合、教育、健康、男女平等および多様性を含む社会的持続可
能性に関連する多くの分野で責任を担い、また活動してい
る。資金提供を通じた、インフラベンチャー企業および社会
的影響力のある新規加入者の支援に対する資本市場の参加
者の関与が増加している。これは、公社が観察した一つの傾
向である。例として、2017年度、公社は、スウェーデン・コミ
ューン・ランスティング連合(SALAR)の主導による、社会的効
果のある契約に関する試験計画に参加した。

社会的責任
人権の尊重は、公社の価値を長期的に創出するための基本的な必要条件である。公社は、差別を
阻止し、多様性および平等性を促進し、また良好な労働環境を確保していく。

持続可能性報告書
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単位 2017年度 2016年度 2015年度

従業員総数(非常勤および試用期間中の
従業員を含む。)1 人 106 97 90

全従業員に占める女性/男性の割合 % 49/51 41/59 39/61

全管理者に占める女性/男性の割合 % 38/62 45/55 58/42

執行役員グループに占める女性/男性の割合 % 40/60 67/33 67/33

常勤通年従業員平均数(労働時間ベース) 人 91 85 78

雇用期間2年未満(正規従業員ベース) % 17 14 25

雇用期間 2－4年 % 29 35 29

雇用期間 5－9年 % 28 25 24

雇用期間 10年以上 % 26 25 22

離職率 % 10 3 5

従業員調査への参加 % 95 84 94

大学教育を受けた従業員の割合 % 93 88 89

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 % 63 84 92

1)  従業員総数は、常勤および非常勤の従業員ならびに育児休暇取得中および臨時の従業員を含む「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、2017年
度末において96人であった。

従業員統計 － Kommuninvest グループ

エーレブローのヴィーヴァラ地区におい
て、公社の主導により女性の共同事業が
2017年度に開始された。その目的は、移民
としての背景を持つ女性の就業機会を創
り出すことである。ヴィーヴァラ地区は失
業率が高く、また外国生まれの住民の割
合が大きい。共同事業の名称であるヴィ
ヴィララ(「皆が求める」)は、当該共同事業

の参加者の、実質的な仕事をしたい、また
持続的な需要を満たすサービスを提供し
たいとの望みを示している。現在のところ
裁縫サービスおよびケータリングが提供さ
れている。裁縫サービスは、エーレブロー
のイケア店舗との契約が締結され、例えば
カーテンなどの裁縫の補助を必要とする潜
在的な顧客に当該共同事業のサービスが

提供される。将来は清掃サービスも提供さ
れる可能性がある。当該共同事業は、公社
および貯蓄銀行財団(Sparbanksstiftelsen 
Nya)から財政的援助を受けており、また、
エーレブロー大学およびストックホルム商
科大学の研究者が関わる学術研究プログ
ラムの一部になる予定である。

ヴィヴィララ：雇用増加に向けた女性の共同事業

持続可能性報告書
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出張により生じる排出の削減
公社の環境への直接的な影響は、主に、エーレブローの本社にお
けるエネルギー使用、事務用品および出張に関連する。公社は、
環境に優しいと分類される電力、作動が制御された照明および水
道設備、節水型トイレ、廃棄物の高度な再利用/分類を使用して、
事務業務による環境への影響の縮小を追求している。事業の性
質上、国内外の長距離出張の必要が生じることがある。接続が
便利な場所であれば、列車が優先される。公社は、2016年度の
大 規 模 な 改 修 の 後、2 017年 度に事 業 所スペースを拡 大し
た。2015年度と比較して、エネルギー消費量は1平方メートル当
り264kWh(前年度：271kWh)に減少したが、従業員1人当たりの
エネルギー消費量は6,436kWh(前年度：5,447kWh)に増加し
た。2017年度において、出張による二酸化炭素排出量は、合計で
139.2トン(前年度：231.7トン)、従業員1人当たりでは1.5トン(前
年度：2.7トン)であった。

デジタル化による紙の消費の削減
公社は、大規模なデジタル化計画を通してさらなるペーパーレス化
を進めている。現在、組合員出資証明書、融資通知書、保証書、預
金証書、契約書および劣後ローンの利息通知書を含む顧客への
通知は、「KI Finans」の債務管理サービスを通じてデジタル形式
での入手が可能である。紙の消費および配布費用の削減に加え
て、輸送の必要も減少する。全体として、2017年度において紙の消
費量は35％超減少し、0.5トン(前年度：0.8トン)となった。

地方自治体部門の持続可能性への取組みを支えるグリーン融資
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、ランスティングおよび
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。

グリーン融資は、2015年度に導入され、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/リジョンが実行する、再生可
能エネルギー、エネルギー効率、グリーンビルディング、公共輸送
および水管理などの投資プロジェクトに資金を提供するものであ
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。

2017年度末現在、公社は149(前年度：83)のグリーン投資プ
ロジェクトのために269億クローネ(前年度：178億クローネ)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。これらのプロジェクトにより見
込まれる二酸化炭素排出の年間合計削減量は、公社のウェブサ
イトに掲載される公社のグリーンボンド影響報告書において開示
される。

すべてのプロジェクトは、公社のグリーンボンドのための環境
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
境専門家および公社の顧客グループにより構成されている諮問
機関である。

スウェーデン最大のグリーンボンドの発行体
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月以降、3件のグリーンボンドが発行さ
れ、2017年度末現在、合計144億クローネ(前年度：100億クロー
ネ)が発行済みである。投資家は、主に、持続可能性に明確な焦
点を当てた機関投資家から構成され、例を挙げると、アファーマ
ティブ・インベスト・マネジメント、AP-フォンダーナ、アレクタ、アム
ンディ・フォルクサム・グループ、ドイツ復興金融公庫(KfW)、SEBイ
ンベストメント・マネジメント、SBAB、SPP ストアブランド、カリフォ
ルニアの教員のための年金基金(CalSTRS)および国連職員のため
の年金基金(UNJSPF)である。

業界基準の発展のための積極的役割
公社のグリーンボンドの枠組みは、市場参加者によって自発的に
発展されてきた多数の原則およびガイドラインを遵守する。公社
はグリーンボンド原則のメンバーである。2017年度、北欧の公共
部門発行体による報告書である「グリーンボンド影響報告に関す
る方針説明書」が発表された。これは、グリーンボンドを発行す
る北欧の公共部門が協力して作成した、影響報告に関する報告
書である。本構想は公社が主導および調整を行った。

グリーン金融提携が国連の賞を受賞
公社は、グリーン構造の開始以降、いくつもの賞を受賞してい
る。2017年秋にボンで開催された気候サミットにおいて、国連の
気候事務局は、気候変動調整のロールモデルとして世界中の19の
構想に注目した。公社は、スウェーデンのコミューンおよびランス
ティングが使用できるグリーンファンディングを提供するモデルと
して、「気候変動対策推進賞」(Momentum for Change Climate 
Solutions Award)を受賞した。

環境的責任
公社は、長期的な価値創造のためには、環境に対する総合的な配慮が必須であると考えている。その一環と
して、事務業務、購入およびサービスによる環境への直接的な影響に対して取り組み、また、貸付け、借入れ
および流動性準備金の管理といった金融業務による環境への間接的な影響に対処している。

持続可能性報告書
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単位 2017年度 2016年度 2015年度

エネルギー消費量

エネルギー消費量合計(建物内) kWh 585,678 463,034 406,160

 －うち、電力 kWh 333,210 295,084 298,087

 －うち、熱 kWh 252,468 167,950 108,073
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 % 100 該当なし 50

前年度と比較した電力消費量の変化 % -13 -1 -8
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 % 100 該当なし 95

事業所スペース合計 m2 2,217 2,217 1,498

エネルギー消費量合計(㎡当り) kWh/m2 264 209 271

エネルギー消費量合計(従業員1人当り) kWh 6,436 5,447 5,207

資源使用量

購入した事務用紙 トン 0.5 0.8 1.3

 －うち、持続可能性表示のある紙(PEFC) トン 0.5 0.8 1.3
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 11.0 11.8 12.8

紙の再生利用(購入した紙および配布した紙を含む) トン 3.0 2.4 2.1

出張

出張合計 Km 887,488 1,319,646 1,081,226

従業員1人当り出張合計 Km 9,753 15,525 13,862

飛行機による出張合計 Km 591,480 992,144 770,526

スウェーデン国内の列車による出張 Km 291,456 327,162 305,287

出張による二酸化炭素排出量合計 トン 139.2 231.7 177.3

従業員1人当りの出張による二酸化炭素排出量合計 トン 1.5 2.7 2.3

環境指標 － Kommuninvest グループ

幅広い環境保全への取組みを
対象とする枠組み
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つの種類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。

プロジェクト種類
融資金額

(十億クローネ)
支出後残高

(十億クローネ)
 プロ

ジェクト数

グリーンビルディング 13,009.3 9,829.3 89

再生可能エネルギー 9,858.7 7,692.0 39

水管理 3,218.9 1,587.6 12

公共輸送 470.9 470.0 4

エネルギー効率 235.0 235.0 3

廃棄物管理 125.0 125.0 1

適応手段 16.0 16.0 1

環境管理 0.0 0.0 0

合計 26,933.7 19,954.9 149

グリーン金融の貸付けおよび借入れ 
2017年12月31日現在

270億
クローネ

グリーン融資の
約定額

140億
クローネ

グリーンボンドの
発行残高

200億
クローネ

グリーン融資の実行額
および残高

グリーン融資の種類別内訳
2017年12月31日現在

グリーンビルディング 
48％

水管理 12％

公共輸送 2％

エネルギー効率 1％

再生可能
エネルギー 37％

廃棄物管理 0％
適応手段 0％

持続可能性報告書
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法定の持続可能性報告書に
関する監査人の意見
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号：556281-4409)
株主総会　御中

誓約および責任
本書の10－21頁に掲載されている2017年度持続可能性報告書
は、取締役会の責任により、年次会計に関する法律に従って作成
された。

検査の範囲
我々は、法定の持続可能性報告書に関する監査人の意見につい
ての基準である、FAR監査基準RevR 12に従って検査を行った。
これは、我々による法定の持続可能性報告書の検査は、国際監
査基準およびスウェーデンにおいて一般に認められる監査基準
に従って行われる監査とは異なり、また、それらより範囲が大幅

に狭いことを意味する。我々は、当該検査が我々の意見の根拠と
して十分であると確信している。

意見
法定の持続可能性報告書が作成された。

ストックホルム、2018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

持続可能性報告書
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•  損益計算書についての比較数値は、特段の記載がない限り、前年度(2016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、2016
年12月31日に関する数値である。

• 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49
頁、51頁および53頁に掲載されている。

• スウェーデン地方金融公社は、年次会計に関する法律第6条第11項に従い、年次報告書とは別
に、法定の持続可能性報告書を作成することを選択した。持続可能性報告書は、本書10－22頁
に記載されている。

取 締 役 会 報 告



過去数年間の要約
公社は2013年度から2017年度の間、協同組合に対して総額
3,458.2百万クローネに及ぶグループ補助金を交付した。このう
ち3,291.8百万クローネが協同組合の組合員に対して支払われ、
うち329.9百万クローネは出資金への利息として、また2,961.9百
万クローネは取引高に応じた還元の形で拠出された。

公社は継続して大きな成長を遂げ、当該年度中の貸付総額は
2013年度からおよそ50％増加し、3,000億クローネを超えた。
地方自治体部門の外部資金調達における公社のシェアは44％か
ら50％まで伸びた。地方自治体部門における需要の増加は、依
然として公社の成長を支える最も大きな原動力であるが、協同組
合に新たに参加する組合員もまた、好調な動向に寄与している。
過去5年間において、14の新規組合員(このうち3つはランスティン
グ/リジョン)が加わった。

流動性準備金の相対的な額の削減を目指した意識的戦略に
より、2013年度以降の総資産の増加額は、貸付金の増加額に満
たなかった。

近年、協同組合の組合員は、1.5％のレバレッジ比率を達成で
きるようグループの資本に出資した。これにより公社の資本
は、2013年度の17億クローネから2017年度においては76億クロ
ーネまで増加し、2017年12月31日現在、レバレッジ比率は1.78％
となった。

2014年度において、公社はマーケット情報ならびに債務およ
び資産の管理サービスを提供するウェブ・ベースのソリューション
である、デジタル型の「KI Finans」を導入した。当該年度中、かか
るサービスは数回にわたる新機能による改善を通してアップグレ
ードされ、2018年度には流動性および投資のモジュールが導入
される予定である。

公社は2015年6月よりグリーン融資による資金提供を行って
いる。以後、当該商品は149件のグリーン投資プロジェクトに対し
て、供与額が269億クローネに上るまでに拡大した。公社は、グリ
ーン融資を基盤にグリーンボンドを発行することができる。公社
は2016年3月に初のグリーンボンドを発行し、2017年度末現
在、144億クローネに相当する3件の残存債券を有していた。

過去数年間のデータについての表は88頁を参照のこと。

2017年度の業務上のガバナンス
公社の業務上のガバナンスは、出発点として、年次総会で設定さ
れるビジョンおよびビジネス・コンセプトを採用するとともに、取
締役会で設定される戦略および目標を掲げている。

管理および見直しを円滑にするため、当該年度中、業務上のガバ
ナンスには注力する4つの分野が設定され、継続的な変革プロセ
スに係る枠組みが定められた。 

公社はまた、今後の焦点を明確にするため、資金調達、デジタル
サービスおよびコンサルティングの3つの事業分野を定めた。

資金調達は、貸付け、資金供給および流動性管理に関する従
来の業務から成る。デジタルサービスにおいて、組合員の財務上
の決定を手助けするため、公社は技術ツールのポートフォリオを
提供することができる。これらのツールはKI Finansにて集約され
る予定である。コンサルティングにおいて、公社は、トレーニング、
債務ポートフォリオ分析およびビジネスインテリジェンスを提供
することができる。各事業分野の内容は、提供されるサービスが
組合員のニーズによって左右されるため、適宜変更される可能性
がある。

今後数年間にわたり、公社の変革プロセスは、従来の業務に係る
効率的なデジタルソリューションを開発することに重点が置かれ
る予定である。これにより公社は、デジタルサービスのポートフォ
リオの拡大に支えられて、コンサルティングの事業分野を通じて、
組合員に対してより多くの付加価値を与えることに重点が置かれ
た資金を確保することができるようになる。上記の図では、各セ
グメントがそれぞれに割かれる時間を表しており、求められる変
化を示している。

新たな戦略計画の採択 

戦略の焦点
公社は、保守的なリスク選好度による効率性の高い作業方法で知識主導型の業

務を行うことで、地方自治体向け融資の管理において顧客のニーズを満たし、
これにより財務の安定および

費用効率の高い債務管理に貢献する。

資金調達

デジタルサービス

コンサルティング 資金調達

デジタルサービス

コンサルティング

>>>>

顧客
選択されたすべての顧客

セグメントに係る商品およびサービ
スの提供を通じて、顧客にとっての

地方自治体向け融資の管理における
最初の選択肢となる。

職務遂行能力
将来、競争力の激しい業務に対処
するため、従業員の職務遂行能力

を高め、深める。

デジタル化
開発およびイノベーションを目的と
した作業方法およびプラットフォー
ムの改善を通じて、組織の適応性を

高める。

効率性
公社の貸付価格(平均的な

資金調達コストにその他諸費用を
加算した価格)は、地方自治体当局
の独自の借入れに比して、競争力を

有する。
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過去5年間において、地方自治体部門の外部借入額
は急増したが、資金調達は依然として国家の経済
成長に比して低水準であった。2012年度から2017
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1,570億クローネ増
加した。2017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、2012年度末が12.5％で
あったのに対して、13.2％と見積られた。

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、不動産、インフラおよびエネルギ
ー供給の分野に重点が置かれている。借入れの増
加は、主として成長を続けている地方自治体の動
向に起因している。

スウェーデンの地方自治体部門への                                    
最大の貸し手
公社を通じて行われている地方自治体部門の借入
れの割合は、2000年度以降大幅に増加してきた。
主な理由は、協同組合の新規参加の組合員数が多
かったことであり、これによりますます多くの地方
自治体当局および地方自治体の関係会社が公社か
ら借入れを行うようになった。同時に、新しい金融
規制を受けて銀行の競争力は徐々に低下しつつあ
り、このことは主に公社に対して恩恵をもたらした

のみならず、より規模の大きい地方自治体にとって
の主要な代替選択肢である資本市場を通じての借
入 れ に 対しても 恩 恵 を もたらして い る 。公 社
は、2017年度末現在で公社が当該部門の借入れの
50％(前年度：48％)を占めたと推測している。銀行
部門を通じての借入れは18％(前年度：20％)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32％(前年度：31％)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、2017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。2016年度の金額およ
び比率は、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に
基づき調整されている。

公社の貸付けの
市場拡大
2017年度において、スウェーデンの地方自治体の借入市場は400億クローネ増加して6,160億クローネ(前年
度：5,760億クローネ)1 になった。かかる増加は、地方自治体および地方自治体の関係会社による投資額が継
続的に高水準であった結果である。地方自治体部門の借入総額の50％(前年度：48％)は、公社を通じて調達
されたものであった。

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。2017
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債務
の対GDP比、％0
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800 Upplåning via egna marknadsprogram, mdkr

Bankupplåning, mdkr

Upplåning via Kommuninvest, mdkr

1716151413121110090807
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16 Kommunsektorns låneskuld som andel av BNP, %

地方自体部門の借入債務および資金調達形態、2007年－2017年
十億クローネ %

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

・金融市場および債券市場を通じての借入れ

年

25スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2017年度年次報告書および持続可能性報告書

取締役会報告－地方自治体向け貸付け 



市場での地位の強化
2017年度においても、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、公社およびその他資本
市場参加者を通じて、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3,101億クロー
ネ(前年度：2,770億クローネ)であった。名目ベースで
は、貸付金は前年度比で12％増(前年度：9％増)の
3,080億クローネ(前年度：2,740億クローネ)であっ
た。名目取引高ベースで、2017年度の入札の落札率
は99％(前年度：94％)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83％(前年度：76％)および1年以
下の元本固定の貸付けが17％(前年度：24％)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35％(前年度：38％)を占めた。2017年度におい
て、公社は新たな2の組合員(リンショーピング・コミ
ューンおよびモルンダール・コミューン)を迎えた。

グリーン融資の取引高の増加
2017年度末現在、269億クローネ(前年度：178億
クローネ)に上るグリーン融資が149件(前年度：83
件)のプロジェクトに対して供与された。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。

288の地方自治体当局がKI Finansの利用者である
当該年度末現在、協同組合の全288の組合員(前年
度：236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「KI Finans」を利用でき
た。協同組合の190の組合員(前年度：164の組合員)
が、フルスケール・バージョンの契約に申し込んだ。

顧客のニーズに
合わせた貸付け
2017年度において、公社の貸付けは増加し、3,101億クローネ(前年度：2,770億クローネ)に達した。増加は
地方自治体部門の投資および借入れの増加のほか、公社の市場での地位が強化されたことを反映してい
る。2017年度末現在、公社は合計で914(前年度：825)のアクティブな借り手を擁しており、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。

• スウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティング/リジョン

• スウェーデン地方金融協同組合の組合員であるコミューンおよびランスティング/リジョンが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/リジョン所有の関係会社

• 保証が付与される場合で、かつスウェーデン地方金融協同組合の単一または複数の組合員と密接な関係を有している場合には、
コミューンおよびランスティングの団体や連合体

組合員数および貸付高、1987年－2017年

貸付ポートフォリオの    
貸付商品別内訳
2017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)  43 
(46) %

  Stibor商品(元本固定)  
55 (52) %

 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好調な需要
2017年度中、公社の発行する有価証券に対する需
要は引き続き好調であった。スウェーデンを含む欧
州においては市場金利が低い傾向が続いた一方で、
米国は金利サイクルにおいて先行しており、当該年
度において米国では金利は徐々に上昇を続けた。

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。2017年度中、公社は、3件目のグリーンボン

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、公的機関および銀行の資金管理部門)
からの支持は依然として高かった。当該年度におい

て、主要な内部プロセスは、資産および負債をどのよ

うにマッチさせるかおよびかかるマッチングはどのよ

うに見直されるべきか、に関するより明確な指針を

提供するために行われた。

ベンチマーク債による借入れの増加に注力
2017年度末現在、公社の借入総額は3,391億クロー
ネ(前年度：3,440億クローネ)であった。

当該年度において、758億クローネ(前年度：1,042
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
は期限前償還される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。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427億クローネ(前年度：462億クローネ)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1,616億クロー
ネ(前年度：1,491億クローネ)であった。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8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、2017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3,391億
クローネ(前年度：3,440億クローネ)であった。

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。

• 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いる。公
社は年間の借入額が大きく、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
2017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 

      56 (53) %

 米ドル  35 (33) %

 日本円 4 (6) %

 英ポンド 2 (4) %

 ユーロ 1 (2) %

 南アフリカ・ランド

       0 (1) %

 メキシコペソ、トルコ・
リラ 0 (1) %

 ノルウェー・クローネ 
2 (0) %

新規借入れのプログラム
別内訳   2017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                 
56 (45) %

  ベンチマーク債による
借入れ(その他通貨建)

       35 (38) %

 公募債 1 (4) %

  私募 3 (6) %

日本における債券の         
売出し 4 (7) %
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高い信用の質および低い価格リスクを　　　　　
備える準備金
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、優れた先見性を備え、貸付
能力を維持した上で公社の約定も確実に維持でき
るものとすべきとされる。34頁も参照のこと。流動
性準備金の額は、資金調達の年限および外部要因
を踏まえて調整される。2017年12月31日現在、流動
性準備金は貸付額の12％(前年度：22％)であった。
当該準備金の少なくとも90％は、スウェーデン中央
銀行で担保として適格なものとすべきとされている。
これにより、見返り担保として公社は流動性を獲得
できる。2017年12月31日現在、当該準備金の100
％(前年度：83％)は、現金および現金同等物ならび
に担保として保有された有価証券を除き、スウェー
デン中央銀行で担保として適格なものであった。

効果的かつ保守的な管理に注力
2017年度中、管理の特徴は、以前よりも高い信用
の質にもかかわらず、流動性準備金の額が減少した
ことである。各国政府または中央政府関連機関が
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 は処 分され
た。33頁も参照のこと。

2017年度末現在、流動性準備金の87％(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(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。71％(前年度：68％)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。13％(前
年度：13％)は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
流動性準備金
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るために、公社は流動性準備金を維
持している。2017年度末現在、当該準備金は378億クローネ(前年度：601億クローネ)であり、これは貸付額の
12％(前年度：22％)に相当した。

流動性準備金に関する
投資規則 

• 少なくとも90％の投資
は、スウェーデンの中央
銀行であるスウェーデ
ン中央銀行(Riksbank)
へ担保提供可能な有価
証券に対して行われる
ものとされる。

• 投資対象の平均期間は
最長でも12ヵ月を超え
ないものとする。

•  投資対象の満期は最長
でも39ヵ月である。

詳細については、33－37頁の
「リスクおよび資本の管理」
の項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
2017年12月31日現在

 AAA 87 (77) %

 AA 10 (21) %

 A 2 (2) %

流動性準備金の投資先
発行体別内訳
2017年12月31日現在

  各国中央政府または　
中央銀行 63 (21) %

  地方自治体または　　
自治体当局 2 (10) %

  国際開発銀行 13 (13) %

  公共部門事業体 0 (1) %

  カバード・ボンド 
0 (26) %

  金融機関(補助金対象
となっている貸し手)　 
20 (28)%

  金融機関(銀行預金) 
2 (2)%

流動性準備金の投資先
所在国別内訳
2017年12月31日現在

 スウェーデン 58 (51) %

 ドイツ 13 (17) %

  国際機関 13 (13) %

 フィンランド 8 (9) %

 デンマーク 5 (5) %

 豪州 0 (1) %

 カナダ 2 (2) %

 英国 0 (2) %

 オランダ 0 (1) %

 米国 0 (0) %

• 
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スウェーデン地方金融公社は、スウェーデンの地方
自治体部門および世界的な金融市場において業務
を行う、高度に専門的な金融機関である。そのため
従業員の能力、価値観および文化には、特定の水準
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。2017年度におけ
る従業員数(常勤および試用期間中の従業員)は、
新規従業員が5名(前年度：6名)増え、合計96名(前
年度：91名)となった。当該年度中の従業員数(平均)
は91名(前年度：85名)であった。

戦略的な職務遂行能力の支援
公社の総合的な目的の1つは、知識志向かつ競争
優位な業務を遂行することである。2016年度に開
始した戦略的な職務遂行能力の支援業務は2017
年度にさらに発展した。業務目標や業務戦略に沿っ
て従業員と組織の能力を管理および強化させ、ま
た、組織的に従業員を惹きつけ、育成しかつ維持す
るため、公社は職務遂行能力の支援プロセス全般
にわたって積極的に取り組んでいる。

平等な職場
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
は、いかなる種類の差別またはハラスメントも一切
容認せず、これらの問題を防止し、調査し、また対
処するため、ガイドライン、対話および行動計画を
用いて継続的に取り組んでいる。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31％(前
年度：33％)は40歳から49歳であった。全従業員の
うち、49％(前年度：41％)は女性であった。上級執
行役員のうち、女性の割合は40％(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という目的のため、公社は、
すべての従業員の福利に対する全面的な責任を積
極的に負っている。公社の従業員は、仕事と私生活
を持続的かつ長期的な方法で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、「持続可能な日
常生活」というコンセプトの下、業務を続けている。
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
2017年度において、前年度に開始した社内におけ
る意思疎通に関するプロジェクトは継続され、完了
した。この取組みには社内における意思疎通に関
する方針、制度および枠組みの強化に加え、様々な
教育的取組みが含まれていた。さらに、完全性、透
明性、良質性および参画という公社の中核となる価
値観に寄与するため、情報、透明性および参画のた
めのフォーラムが導入された。

2017年度従業員調査
当該年度の従業員調査により、68(前年度：69)とい

うCSI(顧客満足指数)が与えられた。指数は低下した

ものの、重要なものとして確認すべき事項の1つは、

公社における「私たち」の意識である。このことに取

り組むため、行動計画は、公社全体にわたってチーム

レベルで定められた。かかる計画は、2018年度に見

直される予定である。協働、責任および多様性の受

入れ等の文化的問題は議題にあがっており、公社の

あらゆる階層において、開かれたコミュニケーション

を評価し、維持するために取り組み、「難しい問題に

ついて話し合うことができる」よう努めている。かか

る取組みは2018年度においてさらに強化され、発展

する予定である。

持続可能な労働力が生み出す 
持続可能な組織 
戦略的目標を総合的に達成するために、2017年度の業務は、引き続き文化的な問題、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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「私たちは、現在まったく異なる理論的基盤を有しており、公社の組合
員および顧客に関連する幅広い事柄についてより良く理解している。
このことにより、公社は強化され、また、その役割を果たすにあたり
公社はより安全なものとなる。」

顧客マネージャー、テレジア・フェームおよびソフィア・フランドベリィ

公社の顧客マネージャーは認定金融
アナリストである
ストックホルム商科大学における金融アナリストのためのディプロマプログラム
は、スウェーデンの金融市場参加者が利用できる、おそらく最も包括的な経営
者トレーニングである。1年間のコースを通して、プログラム参加者は、ポートフ
ォリオ管理およびリスク管理、確定利付証券およびマクロ経済分析ならびに企
業価値評価およびコーポレート・ファイナンスの3つの分野に分類される、7つの
テーマ領域に重点的に取り組む。
　 地方自治体の財政および公共部門の財務管理の双方に関わる財務問題に
ついての優れた洞察力が、公社にとって、組合員および顧客を適格なサービス
で支援するために極めて重要である。6名の顧客マネージャーがトレーニングに
参加する機会を与えられ、スウェーデンにおける公認金融アナリストの肩書を
授与される資格を有している。

ヨハン・オーランダー、アン・セルマン、ネディム・ムルティック、ダニエル・
ニィクヴィスト、テレジア・フェームおよびソフィア・フランドベリィ
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総資産は、当該年度において、主に流動性準備金お
よ び デ リ バ テ ィ ブ 契 約 残 高 の 縮 小 の 結
果、356,942.6百万クローネ（前年度：361,725.4百
万クローネ）に減少した。かかる減少は、貸付高の
増加を上回った。 

劣後債務
当該年度において、公社へ協同組合により貸し付け
られた1,000.0百万クローネの劣後ローンは期限前
弁済された。詳細については、53頁の資本変動表

についての注釈および注記23を参照のこと。

資本
2017年12月31日現在、資本は7,610.8百万クローネ
(前年度：6,514.0百万クローネ)であった。かかる変
動は、主として進行中の新株発行によるものであっ
たが、当期利益にも起因した(詳細については、53
頁を参照のこと。)。

株式資本
貸借対照表日現在、株式資本は6,100.0百万クロー
ネ(前年度：5,417.1百万クローネ)、61,000,000株(前
年度：54,170,590株)であった。1株当り額面100ク
ローネの、進行中の新株発行1,000.0百万クローネ
(9 , 9 9 9 ,72 0 株 )( 前年度：6 82 . 9百 万クローネ
(6,829,410株))は全額払込済みである。新株発行
は、2018年1月23日付でスウェーデン金融監督局に
よりコアTier1資本として承認された。2018年1月26
日付で発行株式を株式資本として登録する申請が
スウェーデン会社登録局により受理された。株式資
本としての登録は2018年2月5日付でなされた。

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。

2017年度における余剰金の分配
協同組合の2018年年次総会の決定に応じ、協同
組合は、2017年会計年度の余剰金を、還元および
出資への利息として分配する。このために、財務書
類において公社はグループ補助金987.5百万クロ
ーネ(前年度：458.7百万クローネ)を拠出し、余剰
金の分配969.8百万クローネ(前年度：445.4百万

クローネ)を提案した。
新たな出資金の支払に関する決定がなされた場

合、公社の取締役会は、合意された組合員の出資の
最高水準に達していないすべての組合員が、その組
合員が出資の最高水準の50％か75％か100％かに
達しているか否かに応じた金額で参加する可能性
が高いと考えている。余剰金の分配の支払、協同
組合への出資金の支払、見込まれる公社の資本強
化への払込みは、決定後3ヵ月以内に行われる予定
である。出資金の見込額(未承認)は57.9百万クロー
ネ(前年度：34.9百万クローネ)である。

自己資本比率
公社は、業務に内在するリスクに対応するために十
分な自己資本を有しており、自己資本比率は公式要
件を十分余裕をもって上回っている。コアTier1資
本は6,359.2百万クローネ(前年度：5,641.1百万ク
ローネ)で、これに伴いコアTier1資本比率は212.4
％(前年度：103.7％)であった。公社の自己資本は、
コアTier1資本によってのみ構成されるため、総自
己資本比率も212.4％(前年度：122.1％)であった。
注記3も参照のこと。

2017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1.78％(前年度：1.56％)であっ
た。レバレッジ比率の法的要件は今後設定される
予定である。詳細については73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グローバル・レーティング(S&P、旧スタ
ンダード・アンド・プアーズ)から最上位の信用格付
AAAを取得している。2017年5月および2017年9
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、組合員のた
めの地方自治体の資金調達窓口機関としての活動
に関する持分保有者から公社への委託、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 
2017年度において、資本は1,096.8百万クローネ(前年度：2,169.7百万クローネ)増加し、7,610.8百万クローネ(前年
度：6,514.0百万クローネ)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
6,359.2百万クローネ(前年度：6,641.1百万クローネ)であり、総自己資本比率は212.4％(前年度：122.1％)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 
49頁、51頁および53頁
は、損益計算書、貸借対
照表および資本変動表
についての注釈である。
かかる注釈は取締役会
報告の一部である。 

年
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利益処分の提案
取締役会は、
(クローネ）
当期利益 875,978,534
繰越利益/損失 –386,610,686
公正価値準備金 875,924
合計 490,243,772

を以下のとおり処分することを提案している。
繰越金額 490,243,772
うち、公正価値準備金へ割り当てる資金 875,924
うち、繰越利益へ割り当てる資金 489,367,848

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11.5％(前年度：11.7％)であるのに対して、総自己資本比率は
212.4％(前年度：122.1％)であった。提案された利益処分後の自
己資本は6,359.2百万クローネ(前年度：6,641.1百万クローネ)と

なり、最終的な最低所要自己資本は239.5百万クローネ(前年
度：435.1百万クローネ)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3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、77頁の注記11を参照のこと。

32 スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2017年度年次報告書および持続可能性報告書

取締役会報告－利益処分の提案



2017年度におけるリスク管理およびリスク・エクスポージャーに係
る変更
2017年度において、リスク管理における公社の目標、方針および
方法に関して特定の変更が生じた。変更は主に、従前のように資
産より負債においてより長期の満期を追求するよりも、資産およ
び負債の間の満期の適切なマッチングを確保するという公社の目
標に関するものである。これに沿って、流動性準備金の原則も修
正され、流動性準備金をより少ない額にすることが認められたと
同時に、公社は資産の質および市場性に関してより厳しい要求を
課した。

これらの変更と関連して、公社の価格リスクおよび信用リスク
に対するエクスポージャーは、大幅に減少した。流動性準備金
は、その額が減少し、前期より信用の質が高い資産を含んでい
る。信用リスクに対するリスク加重エクスポージャーが減少した
結果、公社の信用リスクに対する所要自己資本も前期と比較して
大幅に減少した。

リスク・プロファイルおよびリスク管理
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。

リスク戦略

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、公社の戦略的な目標を達成するために、取締役会が翌年
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への影
響として定義される。リスク選好度は、定期的に、少なくとも1年に
1回は設定される。リスク選好度の水準は、財政状態および成長
目標といった会社固有の要因や、該当する期間に予想される市況 
によっても決定される。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。

リスク管理およびリスク・コントロール

スウェーデン地方金融公社は、スウェーデンのコミューンおよび
ランスティング/リジョンが行う投資に対する資金調達において主
要な役割を果たしている。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。

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。公社が定期
的に管理し、測定を行っているリスクの種類の概要について
は、37頁を参照のこと。公社の業務モデルに関連するリスクを制
限するために、また、取締役会が指定したリスク選好度の範囲内
に業務が収まるように、制限またはその他の手法が適用される。
リスク管理のための制限およびガイドラインは、取締役会の与信
方針および財務方針ならびにオペレーショナル・リスク方針にお
いて規定されている。

与信方針

取締役会は、与信方針において、信用供与がどのように整理さ
れ、どのように信用供与の決定が文書化されるべきか等の信用に
関する基本的な考え方についてその概略を説明する。

現行の持分保有者指令は、公社の信用供与およびその分析モ
デルに関する基本的な考え方を構築している。これは、スウェー
デンの地方自治体当局に対するエクスポージャーが、スウェーデ
ンの中央政府に対するエクスポージャーと同等のリスク・ウェイト
に帰するということ、また、スウェーデンの地方自治体当局が従
来的に責任ある持分の保有を維持するという基本的原則に基づ
かなければならない。これは、公社による地方自治体グループへ
制限をかける上で非常に重要視され、また、地方自治体当局自体
の良好な信用度と組み合わさって、親組織である地方自治体によ
る保証引受を通じて地方自治体の関係会社にも反映される。

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。これには、顧客のニーズに基づいた、金融市場における資金の借入れが含まれる。業務は、リスクが限定
的であることが特徴である。以下は、リスク管理における公社の目標、方針および方法に関する包括的な概
要である。詳細および公社のリスク・エクスポージャーに関する定量的データについては、注記3およびウェ
ブサイトwww.kommuninvest.se.から入手可能な個別のリスク・資本管理報告書を参照のこと。
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地方自治体が所有する関係会社への貸付けに関連する信用リス
クは非常に低いと考えられている。定款に従い、組合員が借り手
に対して支配的影響力を及ぼし、また、組合員が保証引受に署名
することを条件として、地方自治体の関係会社、団体や地方自治
体の連合体への信用供与が認められる。しかし、地方自治体当局
の連合体へ信用供与が行われるためには、当該連合体のすべて
の組合員がスウェーデン地方金融協同組合の組合員でなければ
ならない。

財務方針

財務方針は、公社の資金調達および流動性戦略、投資活動なら
びにデリバティブの使用、また、これらの業務に起因するリスクの
管理およびコントロールに関する取締役会の基本的な考え方を
提示する。

資金調達戦略は、公社の現在および将来の資金調達に関する
長期的計画である。かかる戦略のガイドラインにおいて、カウン
ターパーティの数および種類、金融商品の種類、満期、通貨およ
び地域別市場を考慮し、資金調達源間で充分に分散されること
が求められている。

公社は、資金調達能力に影響を及ぼす最も重要な要因を特定
し、評価された資金調達能力が、想定される様々な状況下で有効
であり続けるために、これらの要因を綿密に監視する。公社は、
資金調達総額の大部分をクローネ建で維持することへの全体的
な努力を考慮して、重要な市場からの除外のリスクを最小限に
し、様々な市場において証券および債券を継続的に発行する。

流動性業務の目的は、公社がその既知および予想される流動
性に対するニーズを満たせるようにすることである。流動性戦略
は、公社の現在の流動性リスクがすべて明確にされていること、
また、現在の流動性に対するニーズが知られており、将来のニー
ズが予想されていることを確実にする。公社の流動性の備えは、
デリバティブによるヘッジおよび買戻契約に基づいて、現在の貸
付けの延長、新規貸付の予想、借入れの満期の予想および流動
性要件に関するニーズを満たすために、好ましい状況を作り出す
ことに役立つ。

公社は、通常の市況下に加えて、流動性がストレス下にある期
間においても、良好な流動性の備えを維持する。取締役会は、通
常の流動性の備えを維持するための状況に変化の兆候があった
場合、直ちに通知される。公社の流動性管理は、公社の支払義務
が大幅な追加費用なしで適時に履行されるように、また、過剰流
動性により既存の貸付けの延長が継続的に許容されるように調
整される。

公社は、資産(貸付けおよび投資)ならびに負債(資金調達および

資本)の間で適切なマッチングを確保する。日常業務において生じた

流動性の過剰または不足は、公社が参加者であるスウェーデン中

央銀行の資金決済システムであるRIXを通じて日中に管理される。

独立した管理部門

公社には、リスク・コントロール部門、コンプライアンス部門およ
び内部監査部門の3つの独立した管理部門がある。リスク・コント
ロール部門およびコンプライアンス部門は、公社の第2の防衛線
を形成する一方で、内部監査部門は公社の第3の防衛線であ
る。3つの異なる防衛線は、リスクに対する体制の項目で示され
る組織図で明示されている。

リスク・コントロール部門

リスク・コントロール部門は、グループ全体のリスク管理を行い、
また、主に信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスク
といったグループのリスクを監視している。その機能は、事業担当
部門から分離されており、最高経営責任者の直属の部門である。
リスク・コントロール部門責任者、すなわち最高リスク管理責任者
は、最高経営責任者により任命され、かかる任命は最高経営責任
者により取締役会に報告される。公社の取締役会は、リスク・コン
トロールの課題に関し、定期的に最新情報を受け取る。

コンプライアンス部門

公社のコンプライアンス部門は、事業担当部門から独立した管理
および支援を行う部門であり、また当該部門は最高経営責任者
の直属の部門でもある。コンプライアンス部門責任者は、最高経
営責任者により任命され、最高経営責任者および取締役会へ定
期的に報告を行う。規制遵守が不十分な点の分析の結果、最高
経営責任者は、年間計画を策定し、かかる年間計画は公社の取
締役会に報告される。

コンプライアンス部門は、公社内で適切な規制遵守を行い、
これを促進するために積極的に取り組む。当該部門は、業務が確
実に外部および内部の規制に従って遂行されるために、また、顧
客、組合員およびその他の金融市場における利害関係者の間で
公社への信頼が強化される方法で業務が遂行されるために、事
業担当部門および経営陣による管理を積極的に支援する。これ
には、研修および監督当局との連絡が含まれる。

コンプライアンス部門は、全体にわたる内部規則の更新を維
持および評価することならびにこれらの規則が公社の業務に確
実に適用されていることに対しても責任を有する。コンプライア
ンス部門は、これらの内部規則を毎年評価し、関係する書類に責
任を有する者への改善の提案を提出する。

内部監査部門

公社の内部監査部門は、外部関係者に外部委託されており、公社
の取締役会に直接報告を行う独立した審査部門である。内部監
査部門は、リスク管理、公社内の管理およびガバナンスのプロセ
スの評価ならびに業務が確実に公社の取締役会および最高経営
責任者の意図に従って遂行されることへの責任を有する。内部監
査部門は、公社の取締役会、社長およびグループの外部監査人
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に対して継続的に報告を行う。公社の取締役会は、毎年内部監
査部門の業務計画を策定する。最高経営責任者は、内部監査部
門の報告の結果実施された措置に関して公社の取締役会に報告
を行う。

リスクに対する体制

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。

公社の最高リスク管理責任者(CRO)は、公社のリスクの枠組み
について包括的な責任を負う。各部門の管理者は、各自の業務分
野内でリスクの管理およびコントロールに責任を負う。将来予想
分析および実績分析は、公社がリスクを正確に特定、評価および
測定できるように用いられている。

リスク・コントロール部門は、公社のリスク・コントロール担当
であり、金融リスク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10名の従業
員を擁している。かかる10名の従業員のうち、4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、投資およびデリバティブのカウンター
パーティおよび新規組合員に対する信用限度の変更の提案、ま
た、取締役会または社長による決定を要するその他の信用問題
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、取締役会または最高経営責任者による決定を要す
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。

公社のRCC委員会(リスク・コンプライアンス・コントロール)
は、公社の管理部門が行った業務を包括的に文書化するため、

業務の3つの防衛線を示した組織図 
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リサーチおよび

研修

IT・システム

サポート部門

信用審査グループ

業務管理

ALCO

RCC

デジタル化

グループ

事業担当部門

貸付け

債務管理

マーケティング

財務部門

バック・オフィス

会計

財務分析

事業調整

オフィス・

サポート

総務

リスク・コント
ロール部門

コンプライ

アンス部門

社長兼最高経営責任者 執行役員秘書役

スウェーデン地方金融公社 内部監査部門

スウェーデン地方金融協同組合 

第1の防衛線

第2の防衛線

第3の防衛線
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また、管理部門による最高経営責任者および取締役会に対する
報告書を作成するために設置された。

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。資本計画の最も重要な優先事項は、
公社が規制上の資本要件および1.5％のレバレッジ比率に相当す
る持分保有者の資本目標を満たしていることである。

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。かかる
計画は、翌5年間にわたり資本要件がどのように推移すると予想
されるかを予測する。計画は、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に基づいている。公社の業
務におけるリスク選好度を設定し、公社内でどのように資本が蓄
積されるべきかを詳述する協同組合の持分保有者指令は、資本
の計画過程を支えている。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、これらの金融機関がスウェーデン金融監
督局に対して分析および結果を報告するべきであることを意図し
ている。公社内で、所要自己資本の計算の根拠をなすモデルにつ
いて責任を負うのはリスク・コントロール部門であるが、資本計画
およびICLAについての責任を負うのはファイナンス部門である。

公社の資本評価は、公社が、既知の資本要件をすべて満たし
ていることを示しており、これには持分保有者の資本目標が含ま
れる。注記3を参照のこと。

レバレッジ比率-公社の計画および準備

2019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高い「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。機関がPDCIとして適格であるために満たすべき要件に関する

提案は、議会および国会の両方により2017年12月に修正され
た。修正された提案は、間接的なエクスポージャー(例えば、地方
自治体の関係会社への貸付け)でさえも、PDCIの特別なレバレッ
ジ 規 制 の 対 象となることを 明 確 にして いる。加 えて、機 関
は、PDCIとみなされるために公法に基づいて設立される必要が
ないことも提案されている。公社の評価によると、公社は公共開
発金融機関、すなわちPDCIとして定義されるために必要なすべて
の定められた基準を満たしている。

提案が採択された場合、貸付けは公社およびグループのレバ
レッジ比率の算定に用いられるエクスポージャーの測定から控
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。交渉のプロセ
スはEU内で継続しており、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、グループおよび公社が、グループのエクスポージャ
ー総額を考慮してその資本をレバレッジ比率1.5％に相当する水
準に引き上げることとする内部の資本目標を基礎としている。例
えば今後の規制変更の結果、資本要件を満たすためにさらなる
資本を蓄積する必要が生じた場合、協同組合は、主に組合員に追
加的な組合員の出資を求めることを計画している。協同組合は、
その定款に従って、協同組合の組合員による住民1人当りの出資
の最低(義務的な)水準および最高水準を適用する。2017年、協
同組合の年次総会は、もし必要が生じれば、出資額の上限を2倍
に引き上げることを決議した。しかし、これは協同組合の通常ま
たは臨時の年次総会における特別決議を必要とする。協同組合
の定款は、劣後ローンまたはTier1資本調達証券の発行等の他の
選択肢も認めている。

2017年度の資本

2017年の春、協同組合の理事会は、2010年の秋に協同組合が公
社に貸し付けた1,000百万クローネの劣後ローンを、公社が期限
前弁済することを承認した。その後、公社の取締役会は、劣後ロ
ーンの額に相当する株式の発行を実施することを決議した。協同
組合の理事会による決議を受けて、協同組合は発行されたすべて
の株式を引き受けた。したがって、公社の自己資本はTier1資本の
みで構成されており、かかるTier1資本は流動性比率の算出にお
いてすべて含められる。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注記3を参照のこと。

さらに、T i e r1資 本 は、2 016 年12月に協 同 組 合 が 取 得
し、2017年3月にスウェーデン金融監督局が承認した株式に相当
する682.9百万クローネ増加した。
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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。関係する地方自治体当局がその約定を保証した場合、地方自治体
の関係会社、団体および地方自治体当局の連合体に限り貸付けが行われる。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、有価証券の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、S&Pにより少なくともAの信用格付を有した発行体である、各国政府または各国政
府保証付の発行体により発行された有価証券に対して行われている。流動性準備金における有
価証券の満期までの残存期間は最長で39ヵ月である。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、発行体リスクが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目的で
行う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。市場価額の変動次第で、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
は債務を生じさせうる。

公社が非清算デリバティブを締結するためには、カウンターパーティは、取引時点で少なくとも
BBB+の信用格付を有する発行体またはかかる信用格付を有する者により保証された発行体で
なければならない。カウンターパーティがAより低い信用格付を有する場合、デリバティブの市場
性、複雑性および満期に対し、特段の注意が払われる。公社が清算デリバティブを締結するため
には、カウンターパーティは、取引時点で少なくともBBB-の信用格付を有する発行体でなければ
ならない。

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。公社が受け取る担保により、カウ
ンターパーティ・リスクは限定的となる。公社の取締役会は指示を通して、ISDA契約およびCSA
の要件ならびに策定を決定する。

市場リスク
市場リスクとは、公社の資産および負債の純市場価額
(総価額)が金融市場におけるリスク要因の変化により
減少するリスクをいう。

公社の業務およびビジネス・モデルに関しては、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について原資産の価格変動が過去最小レベルとなるよう
信用の質を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、かかる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
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。

構造的な流動性環境は非常に安定的であり、負債と資産の間で満期を適切にマッチングさせる。
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。
優れた流動性への備えを確保するために、ストレス下にある期間を含め、公社は流動性の高い流
動性準備金を有する。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
テムもしくは外部要因(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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 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。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。業務の性質から、スウェーデンのコーポレート・ガバ
ナンス規範またはコミューンおよびランスティング/リジョンの
所有会社の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公社は考えている。

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。基本規
則は、年次総会により任命される取締役会に対する要件を
含む。同様に、取締役会は、取締役会の活動を主導する取
締役会会長、取締役会のガイドラインおよび指示に従い継
続的な経営管理に責任を負う社長を任命する。年次総会は
また、業務を監視し、計算書類を検査する監査人を任命す
るものとする。

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

コンプライアンス部門
責任者

一般監査人

最高リスク管理
責任者

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は、スウェーデンの公開有限責任会社であり、スウェーデン地方金融協同組合の完
全子会社である。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。
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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(ESAs)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。

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、41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、監査委員会の任務は取締役会全体が果たし
ている。2017年度において、監査委員会は3回開催された。
議題には、外部監査人の監査報告書、新しい会計基準IFRS
第9号によるレビューおよび非監査業務の承認を含む2016
年度年次計算書類および2017年度中間計算書類のリスク管
理が含まれていた。

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、2017年4月20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
2016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。

年次総会では既存の取締役が再任され、オーサ・セッター
ベリィが新取締役として選任された。公社の執行役員グルー
プから取締役会の一員となった者はいない。

また年次総会では、以下の事項が決議された。
• 持分保有者指令の採択
•	選任委員会の正式な業務計画の決定
• 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
• 定款の改定

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。
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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、事業の発展および
デジタル化などの分野において広範な技能を有する10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。

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
2017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、ヨハン・トーングレンおよ
びオーサ・セッターベリィならびに従業員代表のネディム・ム
ルティックおよびウルリカ・ゴンザレス・ヘードクヴィストで構
成されていた。2017年6月、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から従業員代表となった。取締役
は、41－42頁に紹介されている。

報酬
2 017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)の固定報酬を
受け取ることが承認された。その他の取締役へは、300,000
クローネ(前年度：300,000クローネ)の固定報酬が設けられ
た。報酬全体については41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、2 017年度は
2,558,300クローネ(前年度：2,257,500クローネ)に上った。
従業員代表に対して報酬は支払われなかった。

2017年度における取締役会の活動
2017年度において、取締役会は、定例の取締役会を7回（前年度：8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
・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
 

協同組合が所有する会社の選任委員会 
2017年/2018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)、ランスティング・ヴェステルボッテン
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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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 
ファイナンス・ノルウェー戦略・  
国際業務担当エグゼクティブ
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 

その他の職務：Norske Finansielle 
Referanser AS 取締役

エリック・ラングビー
コンサルタント

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
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、Hegeli Public Affairs AB取締
役、ノールテリエ福祉委員会議
長、HSB Omsorg AB取締役および
ストックホルムにおけるStructural 
Fund Partnership会長

その他の職務：Atrium Ljungberg 
AB 取締役、NackaStrandsMässan 
AB会長、AB Solom会長、Texab AB
会長およびTegelhatt 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)理事および欧州中
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財務省財務
局長

その他の職務：Trygg-Stiftelsen
会長

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：Helmia AB会長、 
Public Partner AB会長、Karlstad 
Innovation Park取締役

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  

2017年度
報酬 2017年度 

(クローネ)
報酬 2016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(8回中) 550,000 550,000
アンナ・フォン・クノーリング 独立 7回(8回中) 300,000 300,000
クート・エリアソン 独立 7回(8回中) 300,000 300,000
ヨハン・トーングレン 独立 8回(8回中) 300,000 300,000
エリック・ラングビー 独立 8回(8回中) 300,000 300,000
アンナ・サンドボリィ 独立 7回(8回中) 300,000 300,000

ラーシュ・ヘイケンステン 独立(2016年に新任) 7回(8回中) 300,000 207,500
オーサ・セッターベリィ 独立(2017年に新任) 5回(6回中) 208,300 –

ネディム・ムルティック 従業員代表 7回(8回中) 報酬を受けていない 報酬を受けていない
ウルリカ・ゴンザレス・ヘード
クヴィスト

従業員代表 8回(8回中) 報酬を受けていない 報酬を受けていない

クート・エリアソン
スウェーデン行政府現代建築規則
委員会調査官および議長

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)最高経営責任
者、Förvaltnings AB Framtiden最
高経営責任者、Riksbyggenマネー
ジングディレクター(ヨーテボリ)、
チャルマース工科大学財団法人
理事長、Finance Watch社長(ブリ
ュッセル)、Housing Europe社長(ブ
リュッセル)、 NBO Housing Nordic
会長、Göteborgs Hamn AB会長

その他の職務:Järntorgskvarteret 
AB会長(ヨーテボリ)
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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、
スウェーデンの経済および経営学
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

オーサ・セッターベリィ 
デジタルストラテジスト、スピー
カーおよびチェンジエージェント

選任：2017年より取締役

学歴：ウプサラ大学政治学士、ウプ
サラ大学／ウェスタンシドニー大
学経営学士

前職：スウェーデン・コミューン・ラ
ンスティング連合デジタル化事業
部課長、スウェーデン政府デジタ
ル化委員会専門家およびデジタル
ストラテジスト、スウェーデン・コミ
ューン・ランスティング連合インフ
ラ・プロジェクト・マネージャーお
よびコントローラー

その他の職務：スウェーデン政府
デジタル化委員会メンバー

ウルリカ・ゴンザレス・
ヘードクヴィスト 
従業員代表

選任：2016年より従業員代表代
理、2017年より取締役

学歴：エーレブロー大学経営経
済、会計および財務管理専攻修士

公社での役職：上席資金調達オフ
ィサー

その他の職務：地区労働組合メ
ンバー

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
財務担当責任者、SASグループに
おいてグループ・ファイナンスおよ
びアセット・マネジメント担当副社
長、Svensk Exportkredit AB財務担
当者

その他の職務：SPP Fonder AB 
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：エーレブロー大学およびス
トックホルム商科大学経営経済、
ファイナンス、組織・リーダーシッ
プ専攻修士、ストックホルム大学
エグゼクティブ・エデュケーション
修了

公社での役職：カスタマー・リレー
ションシップ・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 

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、グループ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AB 
(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AB

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、ICAバンケンおよび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、通常の法定監査に追加的な監
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）

スウェーデン地方金融公社の
取締役会
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スウェーデン地方金融公社の経営陣
公社の最高経営責任者は、取締役会で設定された目標が達
成されるよう事業を主導、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。

最高経営責任者は、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。最高経営責任者の職務は、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。

最高経営責任者は、執行役員グループによりサポートされて

いる。2017年12月31日現在、最高経営責任者に加えて同グル

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))、アンダーシュ・ペランダー(最高財務責任者代行)、マー

リン・ノルベック(人事部長)、ブリット・ケルケンベリィ(最高リス

ク管理責任者)、イェンス・ラーション(最高法務責任者)および

クリストファー・ウルフグレン(IT部長、最高情報責任者）で構成

されていた。2017年度中、ヨハンナ・ラーションが執行役員を

退任し、イェンス・ラーションおよびアンダーシュ・ペランダー

が新たに加わった。

執行役員グループ

報酬―スウェーデン地方金融公社の執行役員グループ
氏名 年度 基本給 諸手当 変動報酬 年金費用 合計(クローネ)
トーマス・ヴェーングレン 2017年 3,123,265 84,000 - 964,109 4,171,374

2016年 3,181,015 90,192 - 951,711 4,222,918
マリア・ビームネ 2017年 2,068,724 - - 616,934 2,685,658

2016年 2,036,770 - - 461,729 2,498,499

その他の執行役員グループ1 2017年 4,698,250 18,259 - 1,386,166 6,103,945

2016年 3,011,950 8,734 - 887,556 3,908,240
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

2017年 14,408,167 52,801 - 3,047,655 17,508,623

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

1) 公社のその他の役員への給与および報酬は、以前に外部コンサルタントとして働いていた上級執行役員が現在公社により雇用されていることおよび執行役員グループが1人増えたことに影響を受けて
いる。 

2) 執行役員グループ以外。かかるグループは、次の役職の20名の従業員から成る。上席資金調達オフィサー、貸付部長およびカスタマー・リレーションシップ・マネージャー、チーフファイナンシャルアナリ
スト、経理マネージャーおよび最高コンプライアンス責任者。2016年のかかるグループは24名の従業員から成っていたため、2016年のデータと2017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、
社長兼最高経営責任者
学歴：エーレブロー大学および
ストックホルム大学、工学士－
行政学

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

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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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、リスク管理、統制活動、情報・伝達および
フォローアップの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、適正かつ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、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優れた能力を確保するよう企図され
ている。

業務上のプロセス
内部のガバナンスおよび管理体制に関する効率的なプロセス
は、事業プロセスを明確に定義付けることが要求される。公
社にとって業務上のプロセスは、組合員および顧客のニーズ
を満たすために行われる相互に関連し合った循環性のある
活動であると定義される。プロセスは、コア・プロセス、運営
プロセスおよびサポート・プロセスに分けられる。公社のコ
ア・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。運営プロセスは、公社の目標、戦略、規則および制限
に係る決定をサポートし、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を実施する働きを持つ。公社内の

サポート・プロセスは、直接または間接に関わらず、コア・プロ
セスが可能な限り機能するよう維持する働きを持つ。

統制環境
統制環境は、フォーマルな部分およびインフォーマルな部分
という2つの異なる部分に分類できる。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
のとなる。
• 管理およびコントロール体制の方針(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。
• 財務および与信方針
• 持続可能性方針
• コンプライアンス方針
• オペレーショナル・リスク方針
インフォーマルな部分は、取締役会および経営陣がそのリー
ダーシップおよび管理手法を通して創り上げた文化である。
これは、とりわけ、従業員間で認識される倫理的価値および
公社の全従業員を網羅する行動規範の共有に表われる。

財務報告に関する
内部統制についての
取締役会の報告

公社の業務上のプロセス

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

サポート・プロセス

運営プロセス
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リスク管理
公社は、公社の業務に関連して生じうるリスクの年次評価を
行っている。認識されたリスクの査定は、リスクの発生確率の
全体的な評価および公社に起こりうる財政的影響に基づい
ている。33－37頁の「リスク」の項も参照のこと。

統制活動
公社の統制構造は、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つの防衛線に分類される。公社の第1の防衛線および第2
の防衛線では確認作業が実施され、第3の防衛線では内部
監査によりレビューが実施されている。
1．第1の防衛線は、業務に関するものであり、業務で生じるリ
スクの認識、コントロールおよび管理に責任を負う。
2．第2の防衛線は、業務とは隔てられ、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
されているか監視および確認を行っており、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とともに内部リ
スク報告に関してサポートを行っている。かかる部門はまた、
内部および外部への報告の役割も担っている。
3．第3の防衛線は、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
価および管理する方法についての報告を行う。これには、第1
および第2の防衛線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、同サイトでは、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・ドキュメントを少なくとも年
1回更新することである。また、社内向のウェブサイトには、業
務報告および意思決定会議による指令等の業務に関するそ
の他重要な情報も含まれる。

フォローアップ
取締役会は、予算額および実際の成果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業績を監視し
ている。取締役会は、経営陣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す
る。その他に、経営陣、内部監査ならびにリスク・コントロー
ルおよびコンプライアンス部門が定期的な確認および監査
を行う。

内部のガバナンスおよび管理体制のプロセス

戦略的目標

(始点)

仕事の認識

報告 様々なレベルでの業務上
目的の目標形成

リスクの認識、評価

および管理
情報・伝達

統制環境および
統制活動

監視および
評価を含む監督

公社の統制活動

最高経営責任者

第1の防衛線
• 業務
• サポート機能

第2の防衛線
• リスク・コントロール
• コンプライアンス

第3の防衛線
•  内部監査

外部
• 外部監査
• 一般監査人

取締役会

持分保有者

(それぞれが)独立

指
令

報
告
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損益計算書
1月1日－12月31日

(単位：百万クローネ) 注記 2017年 2016年

利息収益 2 452.3 654.0

利息費用 2 429.0 108.0

純利息収益 4 881.3 762.0
受取配当金 1.8 -

支払手数料 5 -7.3 -5.2

金融取引純利益 6 512.0 -131.9

その他営業収益 7 5.3 5.4

営業収益合計 1,393.1 630.3

一般管理費 8 -258.5 -221.0

無形資産減価償却費 18 -4.8 -4.2

有形資産減価償却費 19 -2.5 -1.9

その他営業費用 9 -3.5 -5.0

営業費用合計 -269.3 -232.1

営業利益 1,123.8 398.2
税金 10 -247.8 -88.4

当期利益 11 876.0 309.8

包括利益計算書
1月1日－12月31日

(単位：百万クローネ) 注記 2017年 2016年

当期利益 876.0 309.8

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 24.1 56.6

損益計算書に振り替えられた売却可能金融資産 -35.6 -

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 2.5 -12.5

その他包括利益 -9.0 44.1
包括利益合計 867.0 353.9

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
純利息収益は、881.3百万クローネ(前年度：762.0百万クローネ)に増加
した。増加は主に、貸付けの増加および短期の流動性管理における有
利な金利に起因する。

公社はマイナス金利で貸付けを行っており、これは利息費用として認
識され、当該年度において、161.8百万クローネ(前年度：151.0百万クロ
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、512.0百万クローネ(前年度：マイナス131.9百万ク
ローネ)であった。426.0百万クローネ(前年度：マイナス195.5百万クロ
ーネ)の未実 現の市場 価 値 変 動に加え、89.8百 万クローネ( 前年
度：63.4百万クローネ)の自己債券の買戻しおよび金融商品の売却が
業績に影響した。

当該期間において、直接スウェーデン・クローネ建で資金を調達する
場合の資金調達コストは外貨建で資金を調達する場合よりも有利なも
のであったため、未実現の市場価値変動の結果は資金調達コストによ
るものであった。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
と貸付けコストとの間の利ざやの縮小をもたらし、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27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35.6百万クローネ振り替えた(前年度の振替え：－百万クローネ)。

営業費用
営業費用は、269.3百万クローネ(前年度：232.1百万クローネ)であ
り、66.3百万クローネの破綻処理費用(前年度：31.4百万クローネ)が含
まれる。

破綻処理費用は、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)第2015/63号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。公社の2017年

度の破綻処理費用は、スウェーデン王国理財委員会(the Swedish 
National Debt Office)により66.3百万クローネと定められている。2016
年度、破綻処理費用が安定化政策費用に取って代わり、移行措置に基
づき、2016年度の破綻処理費用は半分減額されて31.4百万クローネと
定められた。破綻処理費用は、2016年度には公社の営業費用の14％を
占めたのに比して、25％を占めた。

破 綻処理費用を除くと、営業費用は203.0百万クローネ(前年
度：200.7百万クローネ)であり、このうち、人件費が119.9百万クローネ
(前年度：118.8百万クローネ)、その他の費用が83.1百万クローネ(前年
度：81.9百万クローネ)であった。人件費の増加は主に従業員数の増加
に起因する。その他の費用における最も大きな変動は、主にライセンス
およびメンテナンスの費用増加に起因したIT費用の増加3.8百万クロー
ネ、また2017年度に係るスウェーデン金融監督局の監督費用の減少0.0
百万クローネ(前年度：2.0百万クローネ)である。

2017年度中に公社の完全子会社であるスウェーデン地方不動産会
社は1.8百万クローネ(前年度：－百万クローネ)の十分なグループ補助金
を支払った。当該子会社の取締役会は、かかるグループ補助金が、当該
子会社による短期的および長期的なその義務の履行ならびに必要な投
資の実行を可能にするであろうと考えた。

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、1,123.8百万クローネ(前年度：398.2
百万クローネ)であった。営業利益には426.0百万クローネ(前年度：マイ
ナス195.5百万クローネ)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、697.8百万クローネ(前
年度：593.7百万クローネ)であった。税引後利益は、876.0百万クロー
ネ(前年度：309.8百万クローネ)であった。

税金
損益計算書において認識された2017年度の税金は、247.8百万クローネ
(前年度：88.4百万クローネ)であった。課税所得はグループ補助金の支
払により減じられ、当該年度には－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。
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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 2017年 2016年

資産

担保適格国債 12 24,635.8 16,964.4

金融機関に対する貸付金 3 649.7 1,122.3

貸付金 3, 13 310,147.3 276,982.1

債券およびその他利付証券 14 12,500.0 42,003.9

株式および出資持分 15 - 3.3

子会社株式および出資持分 16 42.0 42.0

デリバティブ 3, 17, 28 8,044.6 24,449.8

無形資産 18 10.9 13.4

有形資産 19 7.2 7.6

当期税金資産 79.0 79.0

その他資産 20 814.1 14.6

繰延税金資産 10 - 28.1

前払費用および未収収益 12.0 14.9

資産合計 356,942.6 361,725.4

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 1,318.4 2,396.1

有価証券 3 337,755.8 341,579.4

デリバティブ 3, 17, 28 7,793.9 9,390.5

その他負債 21 2,422.5 810.4

未払費用および前受収益 41.2 30.9

引当金 22 - 4.1

劣後債務 23 - 1,000.0

負債および引当金合計 349,331.8 355,211.4

資本

制限資本 
 株式資本 6,100.0 5,417.1

 進行中の新株発行 1,000.0 682.9

 開発支出準備金 3.1 1.6

 法定準備金 17.5 17.5

非制限資本

 公正価値準備金 0.8 9.8

 繰越利益/損失 -386.6 75.3

 当期利益 11 876.0 309.8

資本合計 7,610.8 6,514.0
負債、引当金および資本合計 356,942.6 361,725.4

財務書類
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貸借対照表についての注釈
総資産
公社の総資産は、356,942.6百万クローネ(前年度：361,725.4百万クロ
ーネ)に減少した。これは主に、流動性準備金の減少およびデリバティブ
契約残高の減少に起因する。当該期間中、貸付金は、310,147.3百万ク
ローネ(前年度：276,982.1百万クローネ)に増加した。

流動性管理の原則の変更により、流動性準備金(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
他利付証券から成る。)は、37,785.5百万クローネ(前年度：60,090.6百
万クローネ)に減少した。流動性準備金が金額面で減少したことだけで
なく、当該 期間中、その構成内容面も変化した。担保 適格国債が
24,635.8百万クローネ(前年度：16,964.4百万クローネ)に増加した一
方、債券およびその 他 利 付 証 券 は12 , 5 0 0 .0百 万クローネ( 前年
度：42,003.9百万クローネ)に減少した。詳細については、78頁を参照の
こと。

また、デリバティブ資産(正の市場価値を持つデリバティブ)は大幅に
減少して8,044.6百万クローネ(前年度：24,449.8百万クローネ)であっ
た。デリバティブ資産の範囲における最も大きな変動要因は為替レート
の変動であり、外貨建の資金調達による為替リスクをヘッジするデリバ
ティブの価値に影響を及ぼした。また、期首の価値が高かったデリバテ
ィブの多くが対応する資金調達の満期到来時点で下落したことも当該年
度における変動の一因である。

その他資産は、814.1百万クローネ(前年度：14.6百万クローネ)であっ
た。その他資産の増加は主に、793.0百万クローネ(前年度：－百万クロ
ーネ)に上る担保の提供による。2016年度において、公社は中央清算機
関により清算されるデリバティブにつき担保の提供を開始し、各カウン
ターパーティおよび通貨ごとの担保(純額)は貸借対照表において認識さ
れる。詳細については、注記28を参照のこと。2017年度において、公社
はまた、中央清算機関により清算されないデリバティブにつき現金担保
の提供を開始したが、これらに相殺権は適用されない。したがって、これ
らは貸借対照表において総額で含まれる。その他資産についての詳細
は、注記20を参照のこと。

負債
公社の負債は、349,331.8百万クローネ(前年度：355,211.4百万クロー
ネ)であり、当該年度中の資金調達は、339,074.2百万クローネ(前年
度：343,975.5百万クローネ)に減少した。デリバティブ負債(負の市場価
値を持つデリバティブ)は、7,793.9百万クローネ(前年度：9,390.5百万ク
ローネ)であった。

その他負債は、2,422.5百万クローネ(前年度：810.4百万クローネ)で
あった。その他負債には654.8百万クローネ(前年度：－百万クローネ)に
上る担保の受取が含まれる。2016年度において、公社は、中央清算機関
により清算されるデリバティブにつき担保の受取を開始し、各カウンタ
ーパーティおよび通貨ごとの担保(純額)が貸借対照表において認識され
る。詳細については、注記28を参照のこと。2017年度において、公社は
また、中央清算機関により清算されないデリバティブにつき現金担保の
受取を開始したが、これらに相殺権は適用されない。したがって、これら
は貸借対照表において総額で含まれる。その他負債についての詳細は、
注記21を参照のこと。

当該年度において、公社および協同組合と間の劣後ローン1,000.0百
万クローネが期限前弁済された。詳細については、53頁の資本変動表
についての注釈および注記23を参照のこと。

資本
資本についての情報は、52頁の資本変動表を参照のこと。

貸借対照表
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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

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

2017年1月1日現在の
前期繰越資本 5,417.1 682.9 1.6 17.5 9.8 75.3 309.8 6,514.0
当期利益 876.0 876.0

期中資本組入れ 1.5 -1.5 0.0

その他包括利益 -9.0 -9.0

包括利益合計 - - 1.5 - -9.0 -1.5 876.0 867.0

株主との取引

利益処分 309.8 -309.8 0.0

新株発行 682.9 -682.9 0.0

進行中の新株発行 1,000.0 1,000.0

グループ補助金 -987.5 -987.5

グループ補助金に関する税効果 217.3 217.3

株主との取引合計 682.9 317.1 - - - -460.4 -309.8 229.8
2017年12月31日現在の 
次期繰越資本 6,100.0 1,000.0 3.1 17.5 0.8 -386.6 876.0 7,610.8

1）開発支出準備金は内部の開発に係る資本支出であり、繰越利益/損失から振り替えられ、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。

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
2017年度末現在、公社の資本は、スウェーデン地方金融協同組合への
987.5百万クローネ(前年度：458.7百万クローネ)のグループ補助金の支
払の後、7,610.8百万クローネ(前年度：6,514.0百万クローネ)であった。
公社の資本の増加は主に、前年度における新株発行による1,490.7百万
クローネおよび進行中の新株発行による682.9百万クローネの株式資
本の増加に対して、進行中の新株発行による1,000.0百万クローネの株
式資本の増加に起因している。

株式資本の強化
2017年度第4四半期において、公社および協同組合と間の劣後ローン

1,000.0百万クローネが期限前弁済された。その後、同等の金額の新株発

行が実施された。貸借対照表日現在、劣後ローンから株式へのリプレイス

メントに係る申請がスウェーデン金融監督局に提出済みである。1,000.0
百万クローネは進行中の新株発行として認識されおり、スウェーデン金融

監督局から承認を取得した時点で公社の自己資本に株式として算入され

る。承認は2018年1月23日付で取得された。

株式資本
当該年度末現在、株式資本は、6,100.0百万クローネ(前年度：5,417.1百
万クローネ)、61,000,000株(前年度：54,170,590株)であった。貸借対
照表日現在、1株当り額面100クローネの、進行中の新株発行1,000.0百
万クローネ(9,999,720株)(前年度：682.9百万クローネ(6,829,410株))は
全額払込済みである。2018年1月26日付で新株発行を株式資本として
登録する申請がスウェーデン会社登録局により受理された。株式資本と
しての登録は2018年2月5日付でなされた。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
3.1百万クローネ(前年度：1.6百万クローネ)のかかる準備金は、内部の開
発に係る資本支出であり、当該準備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

0

2 000

4 000

6 000

8 000

20172016201520142013 年
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キャッシュ・フロー計算書
1月1日－12月31日

(単位：百万クローネ) 2017年 2016年

営業活動

営業利益 1,123.8 398.2

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 -418.5 201.1

法人税の支払 0.0 -0.4

705.3 598.9
流動性準備金の増減 1 19,661.8 3,496.2

貸付金の増減 -33,877.0 -22,558.3

その他資産の増減 -793.3 -0.9

その他負債の増減 657.0 -107.8

営業活動からのキャッシュ・フロー -13,646.2 -18,571.9

投資活動

無形資産の取得 -2.2 -1.9

有形資産の取得 -2.3 -5.0

有形資産の処分 0.2 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 -4.3 -4.8

財務活動

利付証券の発行 147,433.0 129,345.1

利付証券の償還および買戻し1 -135,229.0 -110,702.1

新株発行 1,000.0 2,173.6

グループ内債務の増減 -26.1 -1,817.5

財務活動からのキャッシュ・フロー 13,177.9 18,999.1

当期のキャッシュ・フロー -472.6 422.4

期首現金および現金同等物残高 1,122.3 699.9

期末現金および現金同等物残高 649.7 1,122.3

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

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整

減価償却費 7.3 6.1

有形資産の処分による利益 -0.1 -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 0.3 0.9

未実現の市場価値変動 -426.0 195.5

合計 -418.5 201.1

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息

受取利息2 371.0 787.1

支払利息3 279.8 -42.3

1)    自己保有の増減は利付証券の償還および買戻しに含まれている。2016年度年次報告書において、当該増減は流動性準備金に含まれていた。比較数値は2016年度年次報告書の数値から修正されてい
る。1,445.2百万クローネの調整が行われた。

2)    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ならびに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。

3)    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。

財務活動から生じる負債の調整

2017年 期首残高 
キャッシュ・

フロー
為替レート

変動
公正価値

変動
グループ

補助金 期末残高

資金調達(デリバティブを含む) 328,916.2 13,204.0 -1,762.7 -1,534.0 338,823.5

劣後債務 1,000.0 -1,000.0 0.0

株式資本および進行中の新株発行 6,100.0 1,000.0 7,100.0

グループ内債務 790.9 -26.1 987.5 1,752.3

合計 336,807.1 13,177.9 -1,762.7 -1,534.0 987.5 347,675.8
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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2017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、2018年2月13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、2018年4月26日
の年次総会での承認を必要とする。

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

下記の会計原則は、特に記載のない限り、財務書類中に表示され
た全期間について一貫して適用された。

連結計算書類
2012年1月1日以降、スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地
方不動産会社(Kommuninvest Fastighets AB)を所有しており、スウ
ェーデン地方金融公社は現在、スウェーデン地方金融公社を親会
社、スウェーデン地方不動産会社を子会社とする企業集団を形成し
ている。スウェーデン地方不動産会社の業務はもっぱら、スウェーデ
ン地方金融公社が業務を行っている建物の所有および管理である。
財政状態および利益の公正な概観を示すにあたり、公社の子会社の
重要性が低いため、ÅRKL第7条第6a項に従い、スウェーデン地方金
融公社は連結計算書類を作成しない。詳細については、注記16を参
照のこと。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
2017年度より、IAS(国際会計基準)第7号「キャッシュ・フロー計算
書」の改正が適用されている。54頁のキャッシュ・フロー計算書に開
示が追加され、新規資金調達、償却、子会社の処分/取得の変動お
よび為替レートの影響について、財務活動から生じる負債の年間の
変動が記載されている。キャッシュ・フローに影響を与える変動およ
びキャッシュ・フローに影響を与えない変動についての開示がなされ
ている。当該改正は将来に向かって適用されるため、比較年度につ
いての開示はなされていない。

当該年度中に導入された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。

新基準および改正基準ならびに解釈指針で
まだ効力を生じていないもの
2017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第39号「金融商
品：認識および測定」に取って代わる。IFRS第9号は、金融資産・金
融負債の分類および評価、減損、ヘッジ会計を対象としている。

分類および測定

IFRS第9号では、資産のキャッシュ・フローとともに金融資産の評価に
影響を与える事業モデルに基づいて金融資産を分類している。IFRS
第9号によると、公社の事業モデルは以下のとおりに帰結する。
• 利息および元本の形でキャッシュ・フローを受け取る場合、資産

は償却原価で評価される。
• 利息および元本の形でキャッシュ・フローを受け取るが、事業モデ

ルの目的が保有部分の売却によっても達成される混合モデルで
ある場合、このモデルは公正価値で評価され、価値変動はその他
包括利益に含まれる。

• 資産を売却することによって公正価値をフォローアップし、キャッ
シュ・フローを生成することを中心とする資産を保有する場合。こ
のモデルでは、資産は公正価値で評価され、価値変動は損益計
算書に含まれる。

最初の2つの事業モデルについて、上記の評価を適用するためには、
キャッシュ・フローが元本および利息の支払のみから構成されること
も要求されている。そうでない場合は、資産は損益を通じて公正価
値で評価される。これを評価するために、資産のキャッシュ・フロー
特性は、いわゆるSPPIテストで試査される。

公社の評価において、公社の金融資産の目的は、満期まで保有さ
れ、元本および元本に対する利息の形でキャッシュ・フローを受け取
ることである。
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この評価は、公社の貸付ポートフォリオおよび流動性ポートフォリオ
の両方に適用される。現存する元帳はSPPIテストで試査されており、
すべての資産が元本または元本に対する利息の形でのみキャッシ
ュ・フローを有し、かかる資産が償却原価で評価されることを示して
いる。

マッチングが不十分な場合は、公正価値オプションが貸付けまた
は投資に適用され、資産は損益を通じて公正価値で評価される。こ
れは、資産がヘッジ会計を適用せずにヘッジされ、1つ以上のデリバ
ティブが損益を通じて公正価値で評価される場合に生じる。ヘッジ
された資産が償却原価で評価され、デリバティブが損益を通じて公
正価値で評価された場合、これはミスマッチにつながる。

公社の貸付ポートフォリオにつき、貸付けは現在、償却原価、公正
価値ヘッジのヘッジ対象リスクに関しては公正価値、またはマッチン
グが不十分な場合には損益を通じて公正価値で評価されているた
め、IFRS第9号への移行は評価の変更を伴わない。流動性ポートフ
ォリオにつき、現在売却可能資産として分類されている投資は、IFRS
第9号への移行時に償却原価で再評価される。これにより、資本に与
える影響額は0.9百万クローネであり、資本から除外される。

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。公社につ
き、IFRS第9号への移行は負債の部に影響を及ぼさない。

減損

金融資産の減損の新しい原則は、償却原価またはその他包括利益
を通じて公正価値で評価される資産についての予想信用損失に基づ
くモデルを伴う。減損は、カウンターパーティが債務不履行に陥る可
能性および損失を被る可能性がある公社のエクスポージャーの比率
に基づいて計算される。

現在に至るまで、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。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、IFRS第9号の適用にあたり、予想
信用損失に係る引当金は7.2百万クローネにすぎない。

ヘッジ会計

公社は、IFRS第9号に除外規定を適用することを選択し、引き続き
IAS第39号に従ってヘッジ会計を適用する。

自己資本への影響

公社の評価によると、公社の自己資本に対する当該基準の影響は重
大なものではないとみられる。自己資本に係る減損の影響に関して
移行措置は適用されない。

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

IFRS第15号は、2018年1月1日に効力を生じる新たな会計基準であ
る。早期適用が認めれているが、公社は当該基準の早期適用を行わ
ないことを選択した。当該基準は、顧客との契約から生じる収益の
会計処理モデルであり、IFRSに基づく収益認識モデルのための現行
の基準および解釈に取って代わる。IFRS第15号は、金融商品には適
用されない。

公社は、IFRS第15号の影響を受ける財務管理サービスを提供してい
る。公社の評価によると、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対する当該基準の影響は重
大なものではないとみられる。

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・リースの借り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す
べての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、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、純利息収益において費用計上される。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米ドルという指標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。

リースの貸し手については、IFRS第16号は重要な変更はない。新
基準でもオペレーティング・リースおよびファイナンス・リースへの区
分/分類が維持されている。

公社は現在ファイナンス・リースを有していない。公社が有するオ
ペレーティング・リース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。IFRS第16号の影響に関する分析は2018年に実施され
るが、予備的な評価によると、当該基準の影響は、公社の利益、財政
状態、開示、資本要件、自己資本および大口エクスポージャーに関し
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。

公正価値で評価される資産および負債について、それらの価値は
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。流動性準備金における保有およびEMTNプログラムで発
行された資金調達の債券の保有はすべて、入手可能な市場価格が活
発な市場に基づくと考えられ、これらの価格は公正価値を決定する
ために使用される。活発な市場で売買が行われていない金融商品の
公正価値を決定する際、公社は評価技法を適用し、不確実性に関連
する可能性がある仮定を設定する。注記27には、金融商品の公正価
値の決定方法(重要な仮定、不確実性および感応度分析を含む。)が
記載されている。年次報告書は償却原価ベースで作成されるが、公
社の金融資産および金融負債の重要な部分は対象外であり、それ
らは公正価値またはヘッジ会計の対象であるリスクに関連して公正
価値への修正がなされた償却原価で測定される。詳細については、
「金融商品」の項および注記27を参照のこと。

注記2続き 
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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になっている。

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計上される。注記4を参照のこと。

支払手数料
支払手数料は、預託手数料、代理人支払手数料および有価証券仲介
手数料等、提供を受けたサービスに対する費用で構成されている。

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

• 損益を通じて公正価値で認識される資産および負債の未実現の公
正価値変動

• 公正価値ヘッジ会計が用いられるデリバティブの未実現の公正価
値変動

• 公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに関するヘッジ項目の
未実現の公正価値変動

• 金融資産および金融負債の処分からのキャピタル・ゲイン/ロス
• 為替レートの変動

金融商品
資産の部として貸借対照表で認識される金融商品には、貸付金、金
融機関に対する貸付金、利付証券、デリバティブおよびその他の金
融資産が含まれる。負債および資本には、金融機関に対する負債、
有価証券、デリバティブ、劣後債務およびその他の金融負債が含ま
れる。詳細については、注記27を参照のこと。

貸借対照表における認識および貸借対照表からの除去
金融資産または金融負債は、公社が金融商品の契約当事者となる場
合には、貸借対照表において認識される。

金融資産は、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にあたり、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
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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、また借
入金が主として公正価値で測定される貸付金に充当されているため
である。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
達が重要な組込みデリバティブに含まれているため、また単独のデリ
バティブと借入金の評価上の不一致を大幅に減らすためである。

貸付金および債権

貸付金および債権は、活発な市場において相場がない固定的または
確定的な支払を伴う資産である。これらの資産は、支払われる予定
額、すなわち貸倒れを控除して測定される。これは金融機関に対する
貸付金および一定のその他の貸付金を含んでいる。

売却可能金融資産

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

この分類の資産は、継続して公正価値で評価され、価値変動はそ
の他包括利益において認識されている。減損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減損
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減損が必要
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、2017年12月31日現在、減損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。従前は取得した年の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を
取得し、利用した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。
有形固定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
計上されている。

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年また
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。
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注記2続き

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、Alecta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Alectaに現行給与をベース
に支払われる。

上級役員の年金受給資格に関して、公社はスウェーデン政府に
よる国有企業の上級役員のためのガイドラインに定められた原則
(2009年4月)を遵守することを決定した。公社は、最高経営責任者
および上級役員の年金対象給与の30％に相当する金額を、最長で、
かかる役員が65歳に達するまで、掛金建(確定拠出型)年金制度に
払い込む。公社が従来のように養老保険契約を担保に供する方法
ではなく、年金制度を通じた最高経営責任者の年金の確保を選択し
たことに関連し、担保に供された養老保険契約は解消され、代わり
に養老保険契約による支払に相当する金額が年金制度により確保
される。

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・ベースの財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。

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
当期利益に係る税金において、当期税額および繰延べ税額が認識さ
れる。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。受け取ったグループ補助金は損益計算書において受取配当
金として計上されている。

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/買戻しを示す。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 リスクおよび資本の管理

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。これにより、顧客のニ
ーズに基づき金融市場から資金を借り入れる。業務モデルにより、
公社はリスクにさらされる。これらのリスク管理における公社の目
標、方針および方法、ならびにかかるリスクの測定方法は、下記に記
載される(公社のリスク・プロファイルおよびリスク構成ならびに別個
の「リスク・資本管理報告書」(www.kommuninvest.seで閲覧可能)
の概要については、33－37頁も参照のこと。)。現在のエクスポージ
ャーおよび予想所要自己資本も各分野のリスクに記載される。

2017年度には、リスク管理における公社の目標、方針および方法
について、一定の変更が生じた。かかる変更により、資産の満期の延
長よりも負債の満期の延長を長くするという従来の目標とは異なり、
資産および負債の満期を適切にマッチングさせることを確保するこ
とが公社の目標となった。これを踏まえて、公社が資産の質および市
場性に一層厳格な要求を課す一方で、流動性準備金に関する原則は
修正され、当該準備金の減額を可能にした。

これらの変更に関して、公社の価格リスクおよび信用リスクの両
方に対するエクスポージャーは大幅に減少した。流動性準備金の額
は減少し、前期よりも信用の質が高い資産が含まれている。信用リス
クに対するリスク加重エクスポージャーが減少した結果、公社の信用

リスクに対する所要自己資本も、前期と比較して大幅に減少した。

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。信用リスク
は、公社の業務において様々な形で生じ、以下の3つの分野、すなわ
ち貸付業務で生じる信用供与におけるリスク、公社の流動性準備金
で生じる発行体リスクおよび公社がデリバティブ商品を利用する場
合に生じるカウンターパーティ・リスクに分類される。

信用リスクは、公社のリスク戦略、与信方針および財務方針に基
づき管理される。少なくとも年に1回、取締役会は、すべての投資お
よびデリバティブのカウンターパーティについての制限を設定する
が、かかる制限は公社のカウンターパーティに対するエクスポージャ
ー総額に関するものである。満期の限度は、カウンターパーティの信
用度に基づき、最高経営責任者が決定する。公社が、いずれの投資
およびデリバティブのカウンターパーティを承認するかについて評価
を行う場合、投資およびデリバティブに係る要件だけでなくカウンタ
ーパーティの信用度(保有状況、業務の範囲および規模を含む。)な
らびに財務安定性が考慮される。公社の信用リスク・エクスポージャ
ーは、以下の表に記載される。

信用リスク・エクスポージャー 2017年 2016年

認識値
エクスポー

ジャー額2

リスク加重
エクスポー

ジャー額
所要自己

資本 認識値
エクスポー

ジャー額2

リスク加重
エクスポー

ジャー額
所要自己

資本

与信業務
地方自治体および自治体関係会社に
対する貸付金1 310,147.3 310,147.3 0.0 0.0 276,982.1 276,982.1 0.0 0.0

流動性準備金
担保適格国債 24,635.8 24,635.8 0.0 0.0 16,964.4 16,964.4 0.0 0.0

債券およびその他利付証券 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 42,003.9 42,003.9 1,887.4 151.0

金融機関に対する貸付金 649.7 649.7 129.9 10.4 1,122.3 1,122.3 224.5 17.9

デリバティブ
デリバティブ2 8,044.6 6,630.4 0.0 0.0 24,449.8 21,951.6 0.0 0.0

その他資産
その他資産 965.2 965.2 243.9 19.5 202.9 202.9 162.2 13.0

オフバランスシート項目
約定済貸付金1 1,834.3 1,834.3 0.0 0.0 1,765.4 1,765.4 0.0 0.0

未実行の約定済貸付金1 2,476.2 2,476.2 0.0 0.0 4,535.7 4,535.7 0.0 0.0

合計(オフバランスシート項目を含む。) 361,253.1 359,838.9 373.8 29.9 368,026.5 365,528.3 2,274.1 181.9

1) 地方自治体の引受けによる保証付。
2)  デリバティブ以外のすべての資産項目について、認識値は信用リスク・エクスポージャーの最大値、すなわちエクスポージャー額にあたる。デリバティブについては、認識値が中央清算機関を介する債

権および債務のネッティング後の正の市場価値合計を指す場合、信用リスク・エクスポージャーの最大値(エクスポージャー額)はリプレイスメント時価コストおよび潜在的な将来のエクスポージャーの
合計にあたる(詳細については、61－62頁のカウンターパーティ・リスクの項を参照のこと。)。
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信用供与者リスク

信用供与者リスクとは、信用供与先がその義務を履行できないリス
クをいう。このリスクは、組合員および単一または複数の組合員が支
配的な影響力を持つ承認された関係会社、団体および連合体に限り
貸付けを行うことにより制限される。関係会社、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。組合員ならびに承認された関係会社、団体および連合体は継続
的にフォローアップされ、グループ全体としての観点から評価され
る。公社の貸付業務におけるリスクは極めて少なく、公社は貸付業務
において貸倒損失を被ったことはない。

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
会社について、それぞれ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
治体の行政運営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。地方自治体がどの
ように様々なリスク値グループに分類されたかは、下記のリスク値モ
デルのグラフに示されている。

リスク値モデル
地方自治体数
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信用供与者リスクに対する所要自己資本

自己資本比率の観点から、地方自治体部門のリスク・ウェイトは0％
である。これは、公社がCRR規則における標準的手法を用いる場
合、信用供与者リスクについて法定の所要自己資本が存在しないこ
とを意味している。

発行体リスク

発行体リスクとは、有価証券の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。このリスクは、発行体が少なくともA(S&P)の
信用格付または承認された信用格付機関によるこれと同等の格付け
を取得している場合、流動性準備金を有価証券および銀行預金に投
資することにより限定される。公社の財務方針により、満期までの残
存期間が39ヵ月を超える有価証券に投資を行うことはできない(前
期において満期は最長5.5年に制限されていた。)。有価証券の発行
体についてもカントリー・リミットがあり、各国へのエクスポージャー
は、カントリー・リミットがないスウェーデンを除いて、150億クロー
ネを超えてはならない。さらに、取締役会は、発行体ごとにエクスポ
ージャー総額の上限を決定する。

当該年度末現在、流動性準備金における投資の満期までの平均残
存期間は、7.2ヵ月(前年度：20.6ヵ月)だった。有価証券の個別銘柄の
満期までの残存期間は、最長で26.1ヵ月(前年度：60.3ヵ月)だった。

以下の表は、国別、格付別および発行体分類別のエクスポージャ
ーを表している。「金融機関」に分類されるものは、主にいわゆる補助
金対象となっている貸し手が発行した有価証券から構成され、CRR規
則により中央政府に対するエクスポージャーとして扱われる。

投資先所在国別内訳 2017年 2016年

スウェーデン 21,742.0 30,497.4

国際機関 4,915.9 7,701.3

ドイツ 4,806.2 10,153.5

フィンランド 3,195.2 5,114.4

デンマーク 2,063.2 3,004.0

カナダ 925.7 1,470.3

英国 129.1 946.6

米国 8.2 9.0

豪州 - 602.0

オランダ - 592.1

合計 37,785.5 60,090.6

投資先格付別内訳 2017年 2016年

AAA 33,006.7 46,327.2

AA 3,940.3 12,728.4

A 838.5 1,035.0

合計 37,785.5 60,090.6

投資先発行体分類別内訳 2017年 2016年

各国中央政府または中央銀行 23,710.1 12,448.2

金融機関

－うち、補助金対象となっている貸し手 7,584.1 16,730.9

－うち、銀行預金 649.7 1,122.3

国際開発銀行 4,915.9 7,701.3

地方自治体または自治体当局 925.7 5,974.1

カバード・ボンド - 15,614.9

公共部門事業体 - 498.9

合計 37,785.5 60,090.6

発行体リスクに対する所要自己資本

発行体リスクに対する所要自己資本の算定に際しては、公社はCRR
規則に従って標準的手法を用いる。エクスポージャー額を決定する
ために、認識値が割り当てられる。リスク加重エクスポージャー額
は、同規則に従ってリスク・ウェイトを割り当てられたエクスポージャ
ーとして算定される。リスク加重エクスポージャー額は、8％を乗じる
ことによって算出され、これに基づくと発行体リスクに対する所要自
己資本は10.4百万クローネ(前年度：168.9百万クローネ)となる。

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、金融契約のカウンターパーティが同
契約に基づく義務を履行できないリスクをいう。カウンターパーテ
ィ・リスクは、公社が市場リスクを制限するという目的でデリバティ
ブ契約を締結する際に生じる。カウンターパーティ・リスクは、高い
信用度および担保提供資産要件を持つ金融機関と契約を締結する
ことにより制限される。2016年10月現在において締結済みの金利契
約は、中央清算機関により清算されなければならない。
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公社が非清算デリバティブを締結するためには、カウンターパーテ
ィは、取引時にBBB+以上の発行体信用格付を取得しているか、また
はかかる格付けを取得している者による保証を受けていなければ
ならない。カウンターパーティがA未満の信用格付を有する場合、デ
リバティブの市場性、複雑性および満期に特に留意される。公社が
中央清算されるデリバティブを締結する場合、カウンターパーティ
は、取引時にBBB-以上の発行体信用格付を取得していなければな
らない。

カウンターパーティ・リスクは、すべてのカウンターパーティと
ISDA契約および担保契約(CSAとして知られる。)を締結することによ
り、さらに軽減される。ISDA契約により、正のエクスポージャーと負
のエクスポージャーとの相殺が可能となる。CSAには、締結済みのデ
リバティブ契約の価値の変動から生じるエクスポージャーを取り除く
ための担保回収権が規定される。店頭(OTC)デリバティブの変動証
拠金の改定を要求する新たなEMIRの規制上の枠組みに関して、公
社は、2017年3月以降、カウンターパーティの大半との間に新たな
CSAを導入しているが、これにより基準値を設定することなく毎日担
保の交換が行われる。

カウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャーは、デリバ
ティブ契約の市場価値に基づき決定される。正の市場価値とは、カ
ウンターパーティが破綻した場合の潜在的損失を意味する。このリ
スクは、ISDA契約に従って、同一カウンターパーティとの間のすべて
の取引により、相互にネッティングすることで軽減される。CSAの条
項に基づき、担保がその後エクスポージャー純額(リプレイスメント
時価コスト)のために取得され、これにより、さらにリスクは軽減され
る。中央清算されるデリバティブのために設定された当初証拠金に
より、追加担保だけでなくカウンターパーティも担保される。したが
って、カウンターパーティ・リスク総額は971.3百万クローネ(前年
度：1,269.2百万クローネ)となる。

デリバティブ・エクスポージャー 2017年 2016年

認識値1 8,044.6 24,449.8

貸借対照表上で相殺された金額 576.4 115.4

市場価値(総額)2 8,621.0 24,565.2
ネッティング・ゲイン -5,647.3 -8,064.5

リプレイスメント時価コスト3 2,973.7 16,500.7
受取担保 -2,628.0 -15,623.0
カウンターパーティ別純額
(担保の控除を含む。) 345.7 877.7
当初証拠金提供 590.2 317.7

追加担保提供 35.4 73.8

カウンターパーティ・リスク合計 971.3 1,269.2

1) 相殺後の正の市場価値合計。
2) 相殺前の正の市場価値(総額)合計。
3) 各ネッティング契約内でのネッティング後の正の市場価値(総額)合計。

 
カウンターパーティ・リスクに対する所要自己資本

カウンターパーティ・リスクに対する所要自己資本の算定に際して、
公社は、市場評価手法を採用しているが、同手法においてエクスポー
ジャー額はリプレイスメント時価コストおよび潜在的な将来のエク
スポージャーの合計に等しい。すべての契約のためのリプレイスメン
ト時価コストを正の価値で決定するために、かかる契約には現在の
市場価値が割り当てられる。潜在的な将来のエクスポージャーを決
定するために、想定元本は、満期および契約の構造に基づき、CRR
規則に規定されるパーセントを乗じることにより得られる。

エクスポージャー額は、次に現在のリスク・ウェイトを乗じられ、
これによりリスク加重エクスポージャー額が得られる。協同組合のす

べての組合員が保証契約に署名しており、かかる契約に基づき公社
のエクスポージャーに対して責任を負っているため、リスク・ウェイト
は0としてすべてのカウンターパーティ・エクスポージャーに割り当て
られる。したがって、リスク加重エクスポージャー額は0となり、カウ
ンターパーティ・リスクに対する所要自己資本も結果的に0となる。下
記の「カウンターパーティ・リスクに対する所要自己資本」の表を参
照のこと。

カウンターパーティ・リスクに対する
所要自己資本 2017年 2016年

リプレイスメント時価コスト1 2,973.7 16,500.7

潜在的な将来のエスクスポージャー 3,656.7 5,450.9

エクスポージャー額 6,630.4 21,951.6

リスク加重エクスポージャー額² 0.0 0.0

所要自己資本 0.0 0.0

1) 各ネッティング契約内でのネッティング後の正の市場価値(総額)合計。
2) 地方自治体当局による保証引受により、リスク・ウエイトは0％である。

 
CVAリスク

信用度の調整または信用評価調整(CVA)は、カウンターパーティの信
用度を考慮するデリバティブに適用される価格調整である。したがっ
て、CVAは、カウンターパーティの信用度が低下したことにより、デリ
バティブ契約の市場価値が低下するリスクを測定する。

CVAリスクに対する所要自己資本

第1の柱に基づくCVAリスクに対する所要自己資本の算定において、
公社は、CRRの標準的手法を採用している。エクスポージャー額とし
て完全調整済みのエクスポージャー額が用いられるが、これは担保
によるリスク軽減効果が考慮されていることを意味する。CRR規則
に従って、中央清算機関との取引は除外される。当該年度末現
在、CVAリスクに対する所要自己資本は60.4百万クローネ(前年
度：122.9百万クローネ)であった。

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。すべての貸付けは、単一または複数の組合員に
よる保証でカバーされているため、評価では、信用供与における集中
リスクに対していかなる所要自己資本も認識の必要がないものとさ
れる。

公社のデリバティブ・ポートフォリオにおける発行体への集中は、
個々のカウンターパーティに課された制限により、またデリバティブ・
ポートフォリオ総額(想定元本)における個々のカウンターパーティに
対するエクスポージャーの割合に関する制限により、限定される。協
同組合の組合員が公社のデリバティブ・エクスポージャーについての
保証の引受けに署名する前提では、デリバティブ・ポートフォリオに
おける集中リスクについて、いかなる所要自己資本も認識されない。

公社の流動性準備金における発行体への集中は、カントリー・リ
ミットだけでなく個々のカウンターパーティに課された制限により限
定される。この集中リスクに関して、公社は下記のとおり所要自己資
本を認識する。

注記3続き 
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流動性準備金における集中リスクに対する所要自己資本

公社が実施した信用リスク関連の集中リスクに対する所要自己資本
の算定は、2015年5月8日以降、金融監督局(FI)のメモランダム「第2
の柱に基づく個々のリスクの種類の評価のためのFI手法」に記載の
手法に基づく。

信用関連の集中リスクは、以下の3つの集中、すなわち地理的集中、
業界別集中および銘柄集中に関して、算定される。

集中リスクは、ハーフィンダール・インデックスを適用して見積られる
が、これは、エクスポージャーが、エクスポージャー総額に占める割合に
関して、グループ化され、加重されることを意味する。ハーフィンダール・
インデックスの増加は、集中の増大を意味する。集中リスクに対する所
要自己資本はその後、第1の柱に基づく信用リスクに対する所要自己資
本が占める割合として、一定の計算式を適用し、算定される。

2017年12月31日現在の算定により、流動性準備金における集中リ
スクの第2の柱に基づく所要自己資本は、第1の柱に基づく信用リスクに
対する所要自己資本の19.0％(前年度：15.9％)、すなわち5.7百万クロー
ネ(前年度：28.9百万クローネ)であった。

市場リスク
M市場リスクは、公社の資産および負債の純市場価額(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。

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、市場リスクにさられている。
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
格リスクおよび流動性リスクに分類される。

公社は、市場リスクに対するエクスポージャーをデリバティブ契
約により限定している。市場リスクに対する一定のエクスポージャー
が許容される理由は、業務をより効率的にすることであり、投機目的
でのリスク負担を許容するものではない。

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市場価
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。公社は、投機目的の
金利リスク・ポジションを取らない。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。

以下の表は、資産および負債の金利固定期間を表している。期限前
償還可能な貸付けおよび資金調達の金利固定期間とは、次回の期限前
償還可能日までの期間である。

金利固定期間 
元本額

2017年 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 17,474.7 1,222.2 5,623.4 - - - 24,320.3

金融機関に対する貸付金 649.7 - - - - - 649.7

債券およびその他利付証券 2,346.3 3,838.7 6,184.2 - - - 12,369.2

貸付金 180,329.5 20,151.4 87,308.3 18,080.1 2,173.1 - 308,042.4

デリバティブ(投資) 24,374.3 -11,136.6 -12,773.6 - - - 464.1

デリバティブ(貸付け) 113,179.3 -16,068.1 -76,938.3 -18,241.5 -1,931.4 - 0.0

その他資産 - - - - - 965.2 965.2

資産合計 338,353.8 -1,992.4 9,404.0 -161.4 241.7 965.2 346,810.9

負債および資本

金融機関に対する負債 558.8 729.2 - - - - 1,288.0

有価証券 53,115.3 64,848.1 194,490.5 25,507.4 1,250.0 - 339,211.3

デリバティブ(資金調達) 260,421.4 -53,644.0 -183,229.1 -25,407.4 -1,000.0 - -2,859.1

その他負債 654.8 - - - - 1,808.9 2,463.7

劣後債務 - - - - - - -

資本 - - - - - 7,610.8 7,610.8

負債および資本合計 314,750.3 11,933.3 11,261.4 100.0 250.0 9,419.7 347,714.7

資産および負債の差異 23,603.5 -13,925.7 -1,857.4 -261.4 -8.3 -8,454.5 -903.8

注記3続き
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金利固定期間
元本額

2016年1 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 7,586.0 3,225.3 7,372.2 - - - 18,183.5

金融機関に対する貸付金 1,122.3 - - - - - 1,122.3

債券およびその他利付証券 10,775.1 4,511.4 23,981.9 0.0 0.0 0.0 39,268.4

貸付金 153,979.6 28,933.0 77,274.8 12,370.6 1,481.0 0.0 274,039.0

デリバティブ(投資) 51,094.8 -15,656.0 -33,935.7 0.0 0.0 0.0 1,503.1

デリバティブ(貸付け) 100,345.7  -22,815.6 -63,743.3 -12,547.5 -1,239.3 0.0 0.0

その他資産 - - - - - 202.9 202.9

資産合計 324,903.5 -1,801.9 10,949.9 -176.9 241.7 202.9 334,319.2

負債および資本

金融機関に対する負債 771.1 774.9 774.8 - - - 2,320.8

有価証券 58,075.7 61,773.8 206,334.9 12,958.6 1,250.0 - 340,393.0

デリバティブ(資金調達) 253,288.2 -61,383.0 -194,791.1 -12,958.6 -1,000.0 - -16,844.5

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 313,135.0 1,165.7 12,318.6 0.0 250.0 7,359.4 334,228.7

資産および負債の差異 11,768.5 -2,967.6 -1,368.7 -176.9 -8.3 -7,156.5 90.5

1) 2016年度の比較数値は修正再表示されている。これにより2016年度年次報告書中の数値とは一致していない。

感応度分析

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30百万クローネ(前年度：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50百万クローネ(前年度：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。

当該年度末現在、(ポートフォリオを通じての)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(上昇)したとする
と、マイナス11.0百万クローネ(前年度：マイナス21.0百万クローネ)で
あった。資産および負債の価値の変動によって、正のエクスポージャ
ー額では、金利が上昇した場合は金利にプラスの影響が生じ、金利
が低下した場合は金利にマイナスの影響が生じる。

公正価値で評価された取引だけが考慮される場合、すべての市
場金利が1パーセントポイント平行移動(上昇)したとすると、結果的
に211.8百万クローネ(前年度：203.8百万クローネ)変動する。

金利リスクに対する所要自己資本

第2の柱に基づく金利リスクに対する所要自己資本は、銀行勘定にお
ける金利リスクに関するスウェーデン金融監督局のモデルに基づき
算定される。かかるモデルは、ゼロクーポン・カーブに関する多数の
変動シナリオを所与として、公社の純資産の価値の変動を算定す
る。かかる変動シナリオは、実績市場データに基づく平行移動(上昇
および下降)または短期もしくは長期の満期までの期間において150
ベーシス・ポイント上昇または低下する金利カーブの4種の変動から
成る。

スウェーデンの10大金融機関の1つとして、公社は、いわゆるベー
シック・アプローチと称されるフローが時間単位で分類される算定、
およびいわゆるアドバンスド・アプローチと称されるキャッシュ・フロ
ーが営業日別に分類される算定を行う。公社は、2つのアプローチか
ら算定される最低値に基づき、金利リスクに対する所要自己資本を
認識する。

注記3続き
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注記3続き

第2の柱に基づく金利リスクに対する所要自己資本は、最低値を算出し

たベーシック・アプローチに基づき、31.1百万クローネ(前年度：44.4百
万クローネ)と認識される。

為替リスク

為替リスクとは、為替レートの変動が公社の資産または負債の純市場
価額(総価額)を減少させるリスクをいう。為替リスクは、貸借対照表上
で特定の外貨建の資産および負債がありその金額がマッチしない場
合に生じる。公社はデリバティブを用いてすべての判明している将来
のフローをヘッジしている。しかしながら、為替リスクは、外貨建の投
資のリターンからもたらされる純利息収益において継続的に生じる。

公社の為替リスクは、米ドル建またはユーロ建の流動性準備金の
一部に起因する純利息収益から生じる。このリスクは、かかるリター
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。許容される最大エクスポージャーは、それぞれ
の通貨につき、5百万クローネ相当額である。

為替リスクに対する所要自己資本

公社の為替リスクに対するエクスポージャーは極めて少ないため、も
はや法定の所要自己資本は存在しない。

第2の柱に基づく所要自己資本は、エクスポージャーに当該年度
の為替変動率を乗じて算定される。2017年度において、スウェーデ
ン・クローネ/ユーロおよびスウェーデン・クローネ/米ドルの為替レ
ートは、1ヵ月に6％(前年度：6％)も変動した。6％(前年度：6％)の為
替レートの変動により、エクスポージャーが5百万クローネ生じ、こ
れにより、1ヵ月に0.3百万クローネ(前年度：0.3百万クローネ)の所要
自己資本が生じる。したがって、年間ベースで、これは3.6百万クロー
ネ(前年度：3.6百万クローネ)の所要自己資本に相当する。

為替リスク, 2017年 認識値

資産および負債の通貨別内訳
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

担保適格国債 18,206.1 1,386.6 5,055.5 - - - -12.4 24,635.8

金融機関に対する貸付金 520.6 37.4 91.7 - - - - 649.7

債券およびその他利付証券 960.0 2,457.3 9,095.7 - - - -13.0 12,500.0

貸付金 308,486.1 - - - - - 1,661.2 310,147.3

デリバティブ -37,835.1 -1,686.5 36,969.1 3,636.0 968.9 3,928.7 2,063.5 8,044.6

その他資産 916.7 0.0 42.7 - - 5.8 - 965.2

資産合計 291,254.4 2,194.8 51,254.7 3,636.0 968.9 3,934.5 3,699.3 356,942.6

負債および資本

金融機関に対する負債 - 553.0 - 734.3 - 5.8 25.3 1,318.4

有価証券 180,945.4 1,726.2 130,610.5 3,001.5 5,044.9 14,888.8 1,538.5 337,755.8

デリバティブ 101,041.4 -84.6 -80,011.6 -99.8 -4,076.0 -10,960.1 1,984.6 7,793.9

その他負債 1,807.9 - 655.8 - - - - 2,463.7

劣後債務 - - - - - - - -

資本 7,459.9 - - - - - 150.9 7,610.8

負債および資本合計 291,254.6 2,194.6 51,254.7 3,636.0 968.9 3,934.5 3,699.3 356,942.6

資産および負債の差異 -0.2 0.2 0.0 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 0.0 0.0 0.0 0.0 - -

為替リスク, 2016年1 認識値

資産および負債の通貨別内訳
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

担保適格国債 10,227.4 1,597.0 6,575.1 - - - 22.8 18,422.3

金融機関に対する貸付金 974.6 71.2 75.1 - 0.0 1.4 - 1,122.3

債券およびその他利付証 18,112.1 4,270.0 17,804.5 - - - 359.4 40,546.0

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

デリバティブ -96,754.6 -4,311.2 113,273.9 5,455.9 1,488.8 2,099.4 3,197.6 24,449.8

その他資産 202.2 - 0.7 - - - - 202.9

資産合計 207,370.8 1,627.0 137,729.3 5,455.9 1,488.8 2,100.8 5,952.8 361,725.4

財務書類

65スウェーデン地方金融公社、企業登録番号556281-4409　2017年度年次報告書



負債および資本

金融機関に対する負債 0.3 537.0 0.1 1,793.8 - 1.3 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 26,521.6 -2,022.2 5,194.4 -7,250.4 -3,912.0 -12,401.3 3,260.4 9,390.5

その他負債 845.4 - - - - - - 845.4

劣後債務 1,000.0 - - - - - - 1,000.0

資本 6,777.7 - - - - - -263.7 6,514.0

負債および資本合計 207,372.6 1,626.5 137,728.1 5,455.9 1,488.8 2,100.7 5,952.8 361,725.4

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

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

1)  本表において、2016年度の比較数値は、カウンターパーティの再分類、新しい表示形式および従前は負債側にのみ計上されていたデリバティブが2017年度から資産側と負債側の両方に計上されたこと
により、2016年度年次報告書中の数値から修正されている。表中のかかる2項目の合計は、貸借対照表上に計上された数値とは異なる。担保適格国債の項目は、貸借対照表上の数値より1,457.9百万ク
ローネ多く、債券およびその他利付証券の項目は、貸借対照表上の数値より1,457.9百万クローネ少ない。

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ス
プレッドの変動が公社の資産または負債の純市場価額(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。

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、負
債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(CVA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得るリスクをいう。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。

公社は、資産(貸付けおよび投資)ならびに負債(資金調達および
資本)の満期を適切にマッチさせることにより、信用市場リスクを制
限する。

1ベーシス・ポイントの平行移動(上昇)に相当する市場の信用ス
プレッドにおける変動全般に対する公社の感応度については、下記
に記載される。

信用市場リスクに対する感応度 2017年 2016年

合計 -0.1 -5.8
投資(公正価値オプション) -2.9 -8.7

投資(売却可能) -0.2 -2.3

貸付け -15.8 -20.7

資金調達 18.8 25.9
 

信用市場リスクに対する所要自己資本

第2の柱に基づく信用市場リスクに対する所要自己資本合計(信用ス
プレッド・デリバティブを除く。)は、多数のシナリオに対して算定さ
れる。単一の主要なシナリオに対して算定された所要自己資本の最
大額は、公社の信用市場リスクに対する所要自己資本を構成する。
所要自己資本の算定の基礎となる主要なシナリオは、理論的である
か、または特定対象期間の実際の市場変化に基づきアップデートさ
れているものである。

ヒストリカル・シナリオは、公社が事業取引を行っている信用市
場において変動が最大である期間を捉えることを意図している。ヒ

ストリカル・シナリオには、特定対象期間の市場データに基づく一
定の蓋然性を有する計数モデルを用いたクレジット・スワップおよ
びベーシックスワップの変動がシミュレーションされるシナリオも
含まれる。

理論的シナリオは、公社の事業モデルと関連し、それに起因し得
る信用市場リスクに基づき、作成される。ヒストリカル・シナリオが
想定される様々なシナリオのすべてを必ずしもカバーするわけでは
ないため、公社の事業モデルから生じ得るリスクのすべてを所要自
己資本がカバーすることを確保するためにこれらのシナリオが含まれ
ている。

2017年12月31日現在、実行された算定において、信用市場リスク
に対 する所 要自己 資 本合 計 は、1,43 4 . 0百 万クローネ( 前 年
度：1,457.2百万クローネ)であった。

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)を減少させ
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清算前に履行できず、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。

事業リスクおよび戦略リスク
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
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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。

これらのリスクには、とりわけ、事業計画および事業予想におけ
る収益または費用の相違に起因する損失のリスクを意味する収益リ
スクが含まれる。公社の収益リスクは、貸借対照表における資産およ
び負債の満期のマッチングに公社が一層重点を増したことの一環と
して、当該年度において減少した。これにより公社がプレファイナン
スによる新規貸付額を減額したため、公社が増加/減少した資金調
達費用を顧客に転嫁できる可能性が高まっている。満期の有利なマ
ッチングには異なる通貨建の資産および負債も含まれるため、ベーシ
ススプレッドおよび為替スプレッドの変動は、貸借対照表上の収益
の既存の残高にそれほど影響はない。

すべての市場金利の変動に基づく公社の純利息収益の感応度分析

公社の純利息収益への影響は、以下の2つのシナリオに基づき分析
される。すなわち、100ベーシス・ポイント上昇の平行移動および50
ベーシス・ポイント下降の平行移動である。一般的に市場金利が極
めて低いことを考えると、かかるシナリオは非対称であり、すなわ
ち、金利がさらに低下した場合、かかるシナリオにおいて金利は下方
修正される。

公社では、資産および負債のキャッシュ・フローが適切にマッチし
ている。唯一の例外は、キャッシュ・フローに影響しない資本により
資金調達された資産である。資本により資金調達された、これらの
資産による収益は、したがって市場金利が上昇した場合には増加
し、市場金利が低下した場合には減少する。

すべての市場金利が年度末において100ベーシス・ポイント上昇
する場合、1年間の利息収益は、104百万クローネ増加する。ただ
し、貸借対照表の規模および構成は変わらないものとする。またす
べての市場金利が年度末において50ベーシス・ポイント低下した場
合、純利息収益は1年間で52百万クローネ減少することとなる。

事業リスクおよび戦略リスクに対する所要自己資本

公社は、事業リスクおよび戦略リスクに対する所要自己資本を割り当
てていない。それに対して、これらのリスクは、資本計画バッファーに
おける公社のストレス・テストの一環として評価される。

流動性リスクおよびファイナンシング・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。

短期流動性リスクは、想定外の事象により公社が義務を履行す
ることが困難になる、日々の流動性管理におけるリスクに相当する。
短期流動性リスクは、流動性の高い資産で流動性準備金を保有する
ことにより限定的なものとなっている。短期流動性リスクは、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。

構造的な流動性リスク(ファイナンシング・リスク)は、公社が事前
に長期の資金調達を行わないリスクに相当する。このリスクは、多様
な資金調達へのアクセスにより、また資産および負債の満期の適切
なマッチングにより、限定されている。

公社の構造的な流動性リスクの管理手法(満期の適切なマッチン
グ)は、公社が一般的に資産よりも負債の満期を長くすることを目指
していた前期から変更された。

資金調達の分散

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、資金調達に関する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。

資金調達全体の証券種類別内訳、2017年12月31日現在 

  スウェーデン・ベンチマーク債プログラム 
49%

 ベンチマーク債による資金調達  30%

 ECP 10%

 私募 6%

 公募債 3%

 日本における債券の売出し 1%

 銀行ローン 0%

資金調達全体の証券種類別内訳、2016年12月31日現在

  スウェーデン・ベンチマーク債プログラム
      45%

 ベンチマーク債による資金調達  34%

 ECP 5%

 私募 8%

 公募債 5%

 日本における債券の売出し 3%

 銀行ローン 1%

資金調達全体の通貨別内訳、2017年12月31日現在

 スウェーデン・クローネ  54%

 米ドル 38%

 英ポンド 2%

 豪ドル 2%

 日本円 1%

 その他の通貨 3%

資金調達全体の通貨別内訳、2016年12月31日現在

 スウェーデン・クローネ  51%

 米ドル 38%

 英ポンド 1%

 豪ドル 2%

 日本円 4%

 その他の通貨 4%
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資産および負債の適切なマッチング

流動性リスクは、資産および負債の満期が異なる場合に生じる。この
リスクを最小限に抑えるため、公社は資産(貸付けおよび投資)ならび
に負債(資金調達および資本)の適切なマッチングを達成するよう努
める。目指すところは、満期が1年を超える資産および負債の満期を
マッチさせ、その差を徐々に0とすることである。下記のグラフは、貸
借対照表における満期構成を表示しており、資産および負債の適切
なマッチングを示すものである。

かかる算定において最も早い期限前償還日に償還されるとし
た場合、当該年度末現在の公社の資金調達残高の平均満期は2.2
年(前年度：2.3年)であった。期限前償還可能な資金調達に関し
て、投資家は、一定の条件を満たした場合に、貸し付けられた資
金に対して期限前償還を請求する権利を有している。

当該年度末現在、公社資産の平均満期は2.2年(前年度：2.2年)で
あり、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満期は
2.4年(前年度：2.3年)、元本が流動性準備金に固定されていた平均
満期は0.6年(前年度：1.7年)であった。

貸借対照表における満期構成、2017年12月31日現在
十億クローネ
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貸借対照表における満期構成、2016年12月31日現在
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償還分析

以下の償還分析は、約定残存満期日ベースで、割引前のキャッシュ・フロー(減価償却および利息の支払を含む。)を示している。すべてのフロー
は、直物レートを適用してスウェーデン・クローネに転換されている。

契約ベースの割引前キャッシュ・フロー

2017年 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 認識値

資産

担保適格国債 - 17,534.9 1,368.8 5,823.9 - - 24,727.6 24,635.8

金融機関に対する貸付金 - 649.7 - - - - 649.7 649.7

債券およびその他利付証券 - 1,601.8 4,789.2 6,306.4 - - 12,697.4 12,500.0

貸付金 - 27,911.4 61,535.7 199,063.1 27,206.2 - 315,716.4 310,147.3

デリバティブ - 1,598.5 3,209.8 5,005.9 197.4 - 10,011.6 8,044.6

その他資産 - 965.2 - - - - 965.2 965.2

資産合計 - 50,261.5 70,903.5 216,199.3 27,403.6 - 364,767.9 356,942.6

負債および資本

金融機関に対する負債 - 5.8 745.3 562.2 - - 1,313.3 1,318.4

有価証券 - 29,852.4 75,665.8 212,028.7 27,619.7 - 345,166.6 337,755.8

デリバティブ - 719.0 1,185.9 4,104.0 -121.9 - 5,887.0 7,793.9

その他負債 - 2,463.7 - - - - 2,463.7 2,463.7

劣後債務 - - - - - - - -

資本 - - - - - 7,610.8 7,610.8 7,610.8

負債および資本合計 - 33,040.9 77,597.0 216,694.9 27,497.8 7,610.8 362,441.4 356,942.6

差異合計 - 17,220.6 -6,693.5 -495.6 -94.2 -7,610.8 2,326.5 -

約定済貸付金 1,834.3

未実行の約定済貸付金1 -1,525.7 -701.6 1,939.8 359.5 - 72.0

1) マイナスの金額はアウトフローを、プラスの金額はインフローを指す。

契約ベースの割引前キャッシュ・フロー

2016年1 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 認識値

資産

担保適格国債 - 3,156.7 3,327.3 12,140.6 - - 18,624.6 16,964.4

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

債券およびその他利付証券 - 3,983.6 7,916.5 29,158.9 - - 41,059.0 42,003.9

貸付金 - 22,921.9 76,936.3 163,922.3 17,573.3 - 281,353.8 276,982.1

デリバティブ - 4,038.8 10,668.7 13,675.2 659.1 - 29,041.8 24,449.8

その他資産 - 202.9 - - - - 202.9 202.9

資産合計 - 35,426.2 98,848.8 218,897.0 18,232.4 - 371,404.4 361,725.4

負債および資本

金融機関に対する負債 - 240.5 810.1 1,342.1 - - 2,392.7 2,396.1

有価証券 - 29,892.1 67,381.4 237,100.7 15,115.0 - 349,489.2 341,579.4

デリバティブ - 806.2 3,533.4 4,790.9 220.4 - 9,350.9 9,390.5

その他負債 - 845.4 - - - - 845.4 845.4

劣後債務 - 2.7 9.3 85.3 1,787.8 - 1,885.1 1,000.0

資本 - - - - - 6,514.0 6,514.0 6,514.0

負債および資本合計 - 31,786.9 71,734.2 243,319.0 17,123.2 6,514.0 370,477.3 361,725.4

差異合計 - 3,639.3 27,114.6 -24,422.0 1,109.2 -6,514.0 927.1 -

約定済貸付金 1,765.4

未実行の約定済貸付金2 -3,327.2 -570.8 3,113.9 918.6 - 134.5

1) 2016年度の比較数値は修正再表示されている。これにより2016年度年次報告書中の数値とは一致していない。
2) マイナスの金額はアウトフローを、プラスの金額はインフローを指す。
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流動性準備金

ストレス期間(例えば資本市場における資金調達の機会の悪化)にお
いてさえ良好な流動性の備えを確保するために、公社は流動性準備
金を有している。流動性準備金は、有価証券、投資レポおよび銀行
預金における公社の持分として定義される。銀行預金とは、原有価
証券のない投資をいう。有価証券および担保に供されている有価証
券の公社の自己保有分は、当該準備金から除外される。

流動性準備金に関する公社の目標および方針について、前期か
ら一定の変更が行われている。流動性準備金の額は、もはや貸付総
額の少なくとも15％には制限されていないが、その代わり金融市場
における重大な不安の時期でさえ公社の流動性ニーズを満たすため
に十分な額が維持されなければならないという原則によって管理さ
れている。

したがって、公社の流動性準備金は、優れた信用の質を有する資
産から構成され、容易に取引または償還されることに重点が置かれ
ている。投資は、流動性のある利付証券および債務不履行の場合に
優先的地位を有する銀行預金のみに行われる可能性があり、自己資
本比率の観点からリスク・ウェイトは最大50％である。投資には、暗
示または明示を問わずゼロ金利の下限フロアは含まれるが、その他の
ストラクチャーは含まない。

流動性準備金のHQLA分類別内訳、2017年12月31日現在 

  非常に高い流動性を有する
　中央政府関係の資産 100%

流動性準備金のHQLA分類別内訳、2016年12月31日現在

  流動性が非常に高い中央政府関係の
資産 53%

  流動性が非常に高いカバード・ボンド 
26%

  非流動性資産* 21%

*  非流動性資産：金融機関 10％、地方自治体当局 8％、開発銀行 2％、
  公共部門事業体1％

流動性の測定

流動性カバレッジ比率(LCR)の測定とは、ストレスのある状況におい
て、30日間のキャッシュ・アウトフロー純額に対する流動性の高い資
産の割合である。したがって、100％の流動性カバレッジ比率は、短
期的に公社の流動性準備金が、ストレスのある状況において30日を
超えるキャッシュ・アウトフロー純額を満たすために、十分な流動性
資産から構成されることを確保する。

公社は、全体レベルで、また主要な通貨(それぞれの通貨(当該通
貨はスウェーデン・クローネおよび米ドルである。)ごとの公社の借入
額が資金調達全体の5％以上であるもの)別で、日々LCRを測定およ
び監視している。取締役会が設定した制限に従って、LCRの比率は
110％を下回ってはならない。この要件は、すべての通貨ならびにユ
ーロおよび米ドルの個別の通貨に適用がある。スウェーデン・クロー
ネについては、取締役会は50％の制限を設定している。

公社の流動性準備金に占めるソブリン債およびその他の流動資
産の割合が高いことは、流動性比率が政府の要件を十分余裕をもっ
て上回っていることを意味する。2017年12月31日現在、公社のLCR
は、206.7％(前年度：699.7％)、米ドル建では472.4％(前年
度：1,127.7％)、スウェーデン・クローネ建では234.0％(前年
度：186.2％)であった(下表を参照のこと。)。

2017年12月31日まで、公社は、スウェーデン金融監督局(FI)の規
則に従って算定されたLCRの比率も満たさなければならなかった。
かかる2つの異なるLCRの測定は広義では等しく、それらの算定方法
に若干の差異があるだけである。2017年12月31日現在、スウェーデ
ン金融監督局による公社のLCRは、399.8％(前年度：708.8％)、ユー
ロ建では648,552.8％(前年度：1,285.7％)、米ドル建では470.7％(前
年度：1,470.6％)であった。公社にはユーロ建の極めて小額のアウト
フローがあり、ユーロ建の流動性カバレッジ比率が極めて高いのは、
これによるものである。

構造的な流動性リスクの測定に関して、公社は、安定調達比率
(NSFR)、すなわち利用可能な安定した資金調達および安定した資金
調達に対する公社のニーズとの関係を測定および監視する。2018年
度には、100％という法定の比率が導入予定であり、公社では、2016
年度以降に取締役会が制限を設定し、NSFRが110％を下回らないこ
とが必要とされている。当該年度末現在、NSFRは136.8％(前年
度：145.5％)であった。

2017年 2016年

CRR規則に基づく流動性カバレッジ比率(LCR) 合計 米ドル
スウェーデン・

クローネ 合計 米ドル
スウェーデン・

クローネ
流動性が非常に高い資産(レベル1)
(カバード・ボンドを除く。) 35,954.3 1,692.1 18,595.2 31,179.7 2,188.8 6,729.4

流動性が非常に高いカバード・ボンド(レベル1) - - - 13,667.8 - 13,667.8

流動性が高い資産(レベル2) - - - 81.9 9.0 -

流動性バッファー(百万クローネ) 35,954.3 1,692.1 18,595.2 44,929.4 2,197.8 20,397.2
キャッシュ・アウトフロー(百万クローネ) 21,835.2 1,432.8 12,364.2 9,638.1 779.6 15,565.9

キャッシュ・インフロー(百万クローネ) 4,442.9 1,074.6 4,416.1 3,217.1 1,329.7 4,609.4

キャッシュ・フロー純額(百万クローネ) 17,392.3 358.2 7,948.1 6,421.0 194.91 10,956.5
流動性カバレッジ比率(%) 206.7 472.4 234.0 699.7 1,127.7 186.2

1) キャッシュ・フロー純額の計算において、キャッシュ・インフローはキャッシュ・アウトフローの上限75％(194.9＝779.6－779.6×0.75)が適用される。
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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、公社の業務に内在し、完全にはこれを回避し、
取り除き、または他の当事者に転嫁することができない。しかしなが
ら、優れたガバナンスおよび管理体制を通じて、公社は、このリスク
が生じる可能性を減らし、オペレーショナル・リスクの結果として生
じる可能性のある結果を軽減することができる。

リスク管理

オペレーショナル・リスクは、業務全般に存在し、完全には避けるこ
とができない。リスク管理および分析は、継続的に行われる。自己評
価、インシデント管理、変更に関する承認手続、ならびに偶発性およ
び継続性に関する計画は、オペレーショナル・リスクを特定および分
析するために利用される手法に含まれる。かかるリスクは、優れたガ
バナンスおよび管理体制により軽減され、これによりオペレーショナ
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。

公社内のリスク管理は、オペレーショナル・リスクの統一的な測
定および報告から構成される。すべての業務におけるリスクのレベル
の分析は、定期的に行われ、取締役会、最高経営責任者および経営
陣に報告される。リスク・コントロール部門内のオペレーショナル・リ
スク担当は、オペレーショナル・リスクを測定し、特定し、管理し、評
価し、分析し、査定し、報告するために用いられる手法および手続に
関して全般的責任を負っている。オペレーショナル・リスクの管理プ
ロセスは、公社のリスク・プロファイルおよび業務に必須の手続に基
づき行われる。

オペレーショナル・リスクの特定、管理および分析手法
リスク指標

リスク指標は、公社内のガバナンスおよび管理の成果に関する手法
であり、リスクが増大した場合に業務に関して注意喚起するため、継
続的に監視および分析される。これらの指標を見直すことにより、公
社内のリスク状況に変化があった場合に、業務担当に情報共有する
ことができる。

自己評価

オペレーショナル・リスクは、公社の業務の一環として生じ得る。オ
ペレーショナル・リスクに共通するのは、その大きさが市場金利また
は様々な顧客もしくはカウンターパーティの信用度の変動等の外部
要因によっては、最小限度しか影響を受けないことである。それどこ
ろか、オペレーショナル・リスクは公社自身の業務および/または組
織の欠陥から生じる。このような背景の下、最高経営責任者は、すべ
ての部門の管理者とともに、少なくとも年に1回、公社の商品、サービ
ス、機能、プロセスおよびITシステムのオペレーショナル・リスク自
体の自己評価を行う責任を負う。自己評価の結果は毎年、取締役
会、最高経営責任者および経営陣に対して報告される。

ストレス・テスト

ストレス・テストは、公社がリスク管理および資本計画において将来
予想の見込みを確保するための手段である。ストレス・テストは、リ
スクを定量化し、特殊な状況についての公社の管理能力を測るた
め、公社が実績または仮説に基づいて業務上行う様々な種類の評価
の総称である。ストレス・テストは、シナリオ分析または感応度分析
を用いて実施される。

インシデント管理

報告義務のある事象は、想定外の事象として定義される。報告義務
のある事象は、リスクが顕在化した場合の事象、すなわち外部事象
もしくは公社内で公社の事業、資産または評価に悪影響を及ぼす
か、または及ぼし得る事象である。

公社は、組織的にかつ構造的に、当該報告に関して公社が定めた
指示に従ってこの管理業務を行い、報告義務のある事象(インシデン
ト)を追跡調査するものとする。想定外の事象は、できる限り、リスク
が生じる業務分野またはプロセス内で、報告され、対処されるべきで
ある。各業務の責任者は、従業員がかかる事象を報告し、それら対
応策を取ることに責任を負う。

新たな商品、サービス、市場、通貨、ITシステムならびに組織および業務の変更の
承認プロセス(NPAP)

公社の承認プロセスは、新たな商品、サービス、市場、通貨、プロセ
スもしくはITシステムへのニーズが生じるか、もしくはかかるニーズが
確認された場合、または既存のものにおいて大幅な変化が必要とさ
れる場合、開始される。かかるプロセスは、公社の業務または組織に
おける重大な変化に関しても開始される。かかるプロセスの目的は、
変化に関連して生じる可能性のあるリスクを特定および管理するこ
とである。承認の決定のための書類作成は、当該事項を提案する個
人により、業務管理のテンプレートに従って作成されなければなら
ない。かかる書類作成は、公社のすべての関連部署との連携によっ
て行われる。

継続性管理

公社は、危機回避行為を行う。これは、関連部門の管理者の指示に
基づき、業務の範囲内で行われる。このために、セキュリティ指示、
継続性管理計画およびセキュリティ・プロセスの形で、指針が提示さ
れる。調整、検討および報告機能を公社の継続性管理に含めるた
め、最高経営責任者は危機管理グループを任命している。少なくと
も年に1回、取締役会は、偶発性、継続性および再生計画のテストに
よる直近の結果の報告を受けるものとする。

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本

公社は、オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本を決定する
ために、基礎的手法を採用している。同手法では、過去3年間の営業
利益の15％に基づき所要自己資本を算定する。オペレーショナル・
リスクに関する第1の柱に基づく公社の所要自己資本は、149.3百万
クローネ(前年度：130.3百万クローネ)である。

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、資金調達コストが
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。
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残存リスク(Residual risk)
残存リスクとは、公社が採用するリスク評価およびリスク低減のため
の確立された手法が予想より有効性が低いことが判明するリスクを
いう。公社は、ミスのリスクを低減するために、リスク測定、資本要件
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、あらゆる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。内部資本評価は、公社へ
の影響が予想より大きくならないようにネガティブなシナリオを提起
している。

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。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、スウェーデンの法律において資本バッファーに関する法律
(2014:966)を通して実施されている。公社に対しては、カウンターシク
リカル・バッファー(その規模は信用エクスポージャーの地理的な分布
により決定される。)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。2017年12月31日現在、公社に対するカウンタークリシカ
ル・バッファー要件は1.01％であった。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。公社は十分余裕をもってバッファー要件を満たして
いる。第2の柱における信用リスクに対する所要自己資本は向上してお
り、現在、IFRS第9号に従い予想信用損失を報告するために用いられ
る同一のモデルに基づくストレス下のシナリオに基づいている。これが
信用リスクに対する所要自己資本の増加をもたらした。

2017年 2016年

株式資本3 6,100.0 5,417.1

留保利益4 386.8 386.7

その他包括利益およびその他の準備金の累計額 18.3 27.3

コアTier1資本(規制上の調整前) 6,505.1 5,831.1

追加的価値調整5 -145.9 -190.0

コアTier1資本の規制上の調整合計 -145.9 -190.0
コアTier1資本合計 6,359.2 5,641.1

Tier1資本拠出 - -

Tier1資本合計 6,359.2 5,641.1

劣後ローン6 - 1,000.0

Tier2資本合計 - 1,000.0

自己資本合計 6,359.2 6,641.1

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、53頁を参照のこと。 
4)  105.7百万クローネ(前年度：－百万クローネ)の控除が行われた。かかる控除は、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。

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。2017年度第4四半期において、当該ローンは期限前弁済された。詳細について
は、53頁および注記23を参照のこと。

2017年 2016年

所要自己資本、第1の柱

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) 373.8 29.9 2,274.1 181.9

  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

  うち、 金融機関に対するエク
スポージャー 289.7 23.2 550.6 44.1

  うち、事業法人に対するエク
スポージャー 84.1 6.7 91.8 7.3

  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

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) 1,865.6 149.2 1,628.2 130.3
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 754.4 60.4 1,536.1 122.9
リスク・エクスポージャー額
合計および 
最低自己資本額 2,993.8 239.5 5,438.4 435.1

自己資本比率 2017年 2016年

コアTier1資本比率 212.4% 103.7%

Tier1資本比率 212.4% 103.7%

総自己資本比率 212.4% 122.1%

所要バッファー 2017年 2016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 1.0% 1.2%

所要バッファー合計 3.5% 3.7%
バッファーとして使用可能なコアTier1資本 204.4% 97.7%

内部で見積もられた所要自己資本、第2の柱1 2017年 2016年

所要自己資本

信用リスク 129.1 28.9

市場リスク 1,468.7 1,505.1

流動性リスク - -

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 - -

戦略リスク - -

残存リスク - -
リスク・エクスポージャー額合計および
最低自己資本額 1,597.8 1,534.0

1)  非常に低いレバレッジ比率のリスクを補うため、スウェーデン金融監督局は公社に対して第2の
柱における増資を要求した。これは、自己資本がエクスポージャー額合計の少なくとも1.5％に達
しなければならないことを意味する。

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、35－36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第1423/2013号に基
づき開示される情報および金融機関および証券会社の年次会計に
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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。 

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。

2017年 2016年

総資産 356,942.6 361,725.4

控除：コアTier1資本の決定のために減額した金額 -145.9 -190.0

控除：貸借対照表上のデリバティブ -8,044.6 -24,449.8

加算：デリバティブ・エクスポージャー 2,973.7 16,500.7

加算：デリバティブのリスクに係る潜在的変動 3,656.7 5,450.9

加算：オフバランスシートの約定 2,155.3 1,765.4

エクスポージャー額合計 357,537.8 360,802.6
Tier1資本(移行規則を適用して算定したもの)
(自己資本比率の項を参照のこと。) 6,359.2 5,641.1
レバレッジ比率 1.78% 1.56%

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。

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。かかる契約は、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、2017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)。

2017年

金融機関に対する負債 1,318.4

有価証券 337,755.8

資金調達合計 339,074.2

負債(約定文書に従ったもの)

貸し出された資金調達1 301,288.7

貸し出されていない資金調達2 37,785.5

資金調達合計 339,074.2

その他負債2 2,463.7

デリバティブ (貸し出された資金調達に関連するもの)1 946.0

負債/約定合計 342,483.9

資産(約定文書に従ったもの)

貸付金1　注記13参照 310,147.3

流動性準備金2　注記3、12、14参照 37,785.5

その他資産2 965.2

デリバティブ (貸し出された資金調達に関連するもの)1 345.7

資産合計 349,243.7

1)  配分の基礎：公社の貸付けにおける各組合員のシェアに相当する割合
2)  配分の基礎：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
記の資産または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により減額される。2017年12月31日現在、
受領した担保は2,055.6百万クローネ(前年度：15,623.0百万クロー
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相当額は1,026.6百万ク
ローネ(前年度：170.9百万クローネ)であった。これらについては、87
頁の注記28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3続き
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注記 4 純利息収益

利息収益 2017年 2016年

貸付金の利息収益 487.0 603.3

利付証券の利息収益 -36.4 16.8

その他 1.7 1.3

合計 452.3 621.41
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 219.4 481.7
利息費用

金融機関に対する負債の利息費用 -2.0 -4.8

利付証券の利息費用 645.4 331.4

マイナス金利での貸付金に係るもの -161.8 -151.0

その他 -52.6 -35.0

合計 429.0 140.61
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2 -379.4 -332.6

 純利息収益合計 881.3 762.0

1)  2017年度において、自己保有の金利の表示に変更があったため、2016年度の比較数値は2016年
度年次報告書の数値から修正されている。調整額は32.6百万クローネである。

2)  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。

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認識されている。当該期間
における純利息収益に関する詳細については、49頁の損益計算書についての注釈を参照のこと。

注記 5 支払手数料

2017年 2016年

代理人支払手数料 3.4 0.9

有価証券仲介手数料 3.7 4.1

その他手数料 0.2 0.2

合計 7.3 5.2

注記 6 金融取引純利益

2017年 2016年

実現利益 86.3 64.5

うち、利付証券 89.8 63.4

うち、その他金融商品 -3.5 1.1

未実現の市場価値変動 426.0 -195.5

為替レートの変動 -0.3 -0.9

合計 512.0 -131.9

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

測定分類別の純利益/損失 2017年 2016年

損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 -730.0 -255.7

売買目的保有(資産) 45.7 -159.3

貸付金および債権 0.2 3.0
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 86.8 -358.1

売買目的保有(負債) 1,077.8 668.3
売却可能金融資産の
キャピタル・ゲイン/ロス 35.6 -

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 -985.5 216.6
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 981.7 -245.8

為替レートの変動 -0.3 -0.9

合計 512.0 -131.9

損益(純額)
その他包括利益において認識される
売却可能金融資産の純利益 -11.5 56.6

注記 7 その他営業収益

2017年 2016年

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

その他営業収益 5.2 4.0

合計 5.3 5.4

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。
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注記 8 一般管理費

(単位：千クローネ) 2017年 2016年

人件費

給与および報酬 68,535 66,215

社会保障拠出金 38,289 36,119

  うち、社会保障拠出金および
   社会保障拠出金関連債務 21,599 20,087

 うち、年金費用 13,446 12,907

  うち、年金費用に係る特別給与税 3,244 3,125

臨時/契約雇用者費用 5,401 8,051

教育/研修費 2,913 3,150

その他人件費 4,801 5,262

人件費合計 119,939 118,797

その他一般管理費

出張旅費 4,020 5,312

IT費用 19,094 15,306

コンサルタント費用 21,833 19,631

格付費用 1,339 936

市場情報 9,620 6,981

賃借料およびその他施設管理費用 6,740 5,956

年次報告書および中間報告書 1,196 1,990

破綻処理費用 66,307 31,635

その他の費用 8,374 14,472

その他一般管理費合計 138,523 102,219
合計 258,462 221,016

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。2017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承認された報酬はなく、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。2017年度について、社長兼最高経営責任者は、基本給として3,123
千クローネ(前年度：3,181千クローネ)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964千クロー
ネ(前年度：952千クローネ)であり、これらは保険契約を通じてカバーさ
れている。公社から退職が要求された場合、給与18ヵ月分の退職金に
加え、通知後6ヵ月間給与が支払われるが、新たな職に就いた場合、新
たな収入の金額に応じて減額される。

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。2017年度について、業務執行副社長は、基本給として2,069千クロ
ーネ(前年度：2,036千クローネ)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617千クローネ(前年

度：462千クローネ)であり、これらは保険契約を通じてカバーされてい
る。公社から退職が要求された場合、給与18ヵ月分の退職金に加え、通
知後6ヵ月間給与が支払われるが、新たな職に就いた場合、新たな収入
の金額に応じて減額される。

他の上級役員に関する報酬の詳細は、該当者が上級役員であった個
々の期間中に支払われた報酬のみを含む。他の上級役員は、2017年度
末現在、5名(前年度：4名)(うち女性2名(前年度：3名)および男性3名(前
年度：1名))で構成されていた。前年度においては、執行役員グループを
退いた者はいなかった。2017年度においては、1名(女性)が執行役員グ
ループを退き、2名(いずれも男性)がその任に就いた。

公社経営役員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。2017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4,789千クローネ(前年度：3,012千クローネ)で
あった。年金費用は保険契約を通じてカバーされている。

2017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
2017年度末現在、取締役会は9名(前年度：8名)の取締役(従業員代表
を含む。)で構成され、うち4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。

2017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550千クローネの固定報酬で構成されていた。取締役に対しては
300千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。2017年年次総会で、取締役会出席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) 2017年 2016年

エレン・ブラムネス・アルヴィドソン 550 550

アンナ・フォン・クノーリング 300 300

クート・エリアソン 300 300

ヨハン・トーングレン 300 300

エリック・ラングビー 300 300

アンナ・サンドボリィ 300 300

ラーシュ・ヘイケンステン(2016年4月に新たに選任) 300 208

オーサ・セッターベリィ(2017年4月に新たに選任) 208 -

ネディム・ムルティック(従業員代表) - -

ウルリカ・ゴンザレス・ヘードクヴィスト(従業員代表) - -

合計 2,558 2,258
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給与および報酬

2017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 2,558 - - 2,558

社長兼最高経営責任者 3,123 84 964 4,171

業務執行副社長 2,069 - 617 2,686

その他の経営役員1 4,699 18 1,386 6,103

その他の従業員 56,086 - 10,479 66,565

合計 68,535 102 13,446 82,083

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1 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

1)  公社のその他の経営役員への給与および報酬は、従来外部コンサルタントであった上級役員は現在公社が雇用していること、また執行役員グループが1名増加したことの影響を受けている。

従業員数(平均) 2017年 2016年

年度中の従業員数 91 85

うち、女性 35 32

監査人アーンスト・アンド・ヤングAB(Ernst & 
Young AB)に対する報酬および経費 2017年 2016年

監査業務 - 72

その他の監査業務 - 354

税務コンサルタント業務 - 43

その他の業務 - 145

監査人ケーピーエムジーAB(KMPG AB)に対する報酬
および経費 2017年 2016年

監査業務 1,178 690

その他の監査業務 1,130 2,360

税務コンサルタント業務 - 15

その他の業務 15 25

公社の2016年年次総会において、ケーピーエムジーABが2020年年次
総会終了までの期間につき公社の監査法人として任命された一方で、ア
ーンスト・アンド・ヤングABが退任した。

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。

オペレーティング・リース
2017年度中のオペレーティング・リース費用は6,287千クローネ(前年
度：6,023千クローネ)であった。当該費用の大半は公社の施設の賃借料
である。

解約不能オペレーティング・リースに係る将来の支払および当該年
度中の分配は、以下の表のとおりである。

スウェーデン地方金融公社が締結する
解約不能オペレーティング・リース 2017年 2016年

1年以下 5,552 5,221

1年超5年以下 19,643 18,844

合計 25,195 24,065

注記8続き
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注記 9 その他営業費用

2017年 2016年

保険費用 0.9 0.9

通信・情報 2.5 4.0

その他営業費用 0.1 0.1

合計 3.5 5.0

注記 10 税金

損益計算書において認識されるもの 2017年 2016年

当期税金費用 248.1 88.5
一時差異に係る
繰延税金費用(+)/収益(-) - -
過年度税額の調整 -0.3 -0.1
認識税金費用合計 247.8 88.4

実効税額の調整 2017年(%) 2017年 2016年(%) 2016年

税引前利益 1,123.8 398.2
実勢税率による
税額 22.0% 247.2 22.0% 87.6
非控除費用/
非課税収益 0.1% 0.9 0.2% 0.9
繰延税金の再評価 0.0% - - -
資本未組入れの
税繰越欠損金の
利用 0.0% - - -
過年度税 -0.03% -0.3 -0.0% -0.1
認識実効税額 22.1% 247.8 22.2% 88.4

その他包括利益に
起因する税金費用 2017年 2016年

売却可能金融資産 -2.5 12.5

その他包括利益合計 -2.5 12.5

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
2017年 2016年

税金資産、期首残高 28.1 28.1
未実現の市場価値変動 -28.1 -
うち、損益計算書において認識されるもの -28.1 -

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

資本に対して直接計上される
税金項目 2017年 2016年

グループ補助金の支払に対する当期税額 217.3 100.9
資本に対して直接計上される
総計額 217.3 100.9

注記 11 利益処分の提案 

2017年
取締役会は、

当期利益 876.0

繰越利益/損失 -386.6

公正価値準備金 0.8

合計 490.2

を以下のとおり処分することを提案している。

繰越金額 490.2

うち、公正価値準備金への資金 0.8

うち、繰越利益への資金 489.4

詳細については、32頁を参照のこと。
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注記 12 担保適格国債

2017年 2016年

金額
公正
価値 認識値 金額

公正
価値 認識値 

担保適格国債

－スウェーデン中央政府 21,178.5 21,221.4 21,221.4 6,673.5 6,691.5 6,691.5
－スウェーデンの地方自治体 - - - 7,507.2 7,516.4 7,516.4
－外国政府 3,435.3 3,414.4 3,414.4 2,729.6 2,756.5 2,756.5
合計 24,613.8 24,635.8 24,635.8 16,910.3 16,964.4 16,964.4

額面金額を上回る簿価から
生じるプラスの差額 332.7 207.5
額面金額を下回る簿価から
生じるマイナスの差額 -17.2 -18.1
合計 315.5 189.4

2017年度に公社の最高経営責任者によって採用された公社の新しい財
務会計に関する指示に従い、公社の流動性準備金の平均満期は1年に
制限されている。これにより、2017年度においては、より長い満期を残
しての投資処分が行われた。公社はまた、スウェーデンの住宅金融機関

およびスウェーデンの地方自治体により発行された証券のすべての持分
を処分した一方で、スウェーデン中央政府により発行された証券の保有
を増加した。

注記 13 貸付金

2017年 2016年

金額
公正
価値 認識値 金額

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 127,965.0 129,043.8 128,905.1 112,858.5 114,127.5 114,117.8
－地方自治体が保証する
住宅供給会社 116,225.7 116,922.7 116,828.9 103,440.6 104,291.3 104,292.5
－地方自治体が保証する
その他の関係会社 63,851.6 64,472.1 64,413.3 57,739.9 58,584.1 58,571.8

合計 308,042.3 310,438.6 310,147.3 274,039.0 277,002.9 276,982.1

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、2017年12月31日現在、減損は必要とされ
なかった。

注記 14 債券およびその他利付証券

2017年 2016年

金額
公正
価値 認識値 金額

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

－その他のスウェーデンの発行体 - - - - - -

－その他の海外の発行体 12,595.7 12,500.0 12,500.0 26,541.1 26,389.0 26,389.0

合計 12,595.7 12,500.0 12,500.0 42,069.1 42,003.9 42,003.9

額面金額を上回る簿価から生じる
プラスの差額 163.7 1,380.2
額面金額を下回る簿価から生じる
マイナスの差額 -32.9 -53.2

合計 130.8 1,327.0

2017年度に公社の最高経営責任者によって採用された公社の新しい財

務会計に関する指示に従い、公社の流動性準備金の平均満期は1年に

制限されている。これにより、2017年度においては、より長い満期を残し

ての投資処分が行われた。公社はまた、スウェーデンの住宅金融機関お

よびスウェーデンの地方自治体により発行された証券のすべての持分を

処分した一方で、スウェーデン中央政府により発行された証券の保有を

増加した。
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注記 15 株式および出資持分

2017年 2016年

養老保険 - 3.3

株式および出資持分合計 - 3.3

養老保険に投資してきた年金拠出は2017年度に中止され、代わりに年
金制度が導入された。詳細については、59頁の注記2を参照のこと。

注記 16 	子会社株式および出資持分

スウェーデン地方不動産会社 所有100％
登録番号：SE-556464-5629、スウェーデン、エーレブロー

2017年 2016年

株式数：1,000株 42.0 42.0

合計 42.0 42.0

2017年12月31日現在、スウェーデン地方不動産会社の総資産は56.7百
万クローネ(前年度：57.7百万クローネ)、資本は42.9百万クローネ(前年
度：43.6百万クローネ)であり、また損失が0.7百万クローネ(前年度：利
益0.7百万クローネ)であった。

注記 17 デリバティブ

2017年 2016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 176.4 -1,297.7 190,343.8 411.4 -3,451.2 187,931.5

通貨関連 3,288.3 -5,742.7 160,428.4 16,415.5 -4,659.6 155,217.6

その他1 66.5 - 976.3 141.7 -74.4 4,627.4

合計 3,531.2 -7,040.4 351,748.5 16,968.6 -8,185.2 347,776.5

ヘッジ会計に含まれる
デリバティブ

金利関連 4,240.3 -677.1 232,991.8 7,044.1 -1,031.1 180,469.8

通貨関連 273.1 -76.4 3,656.0 437.1 -174.2 4,857.6

合計 4,513.4 -753.5 236,647.8 7,481.2 -1,205.3 185,327.4
デリバティブ契約合計 8,044.6 -7,793.9 588,396.3 24,449.8 -9,390.5 533,103.9

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ため、資金調
達と正確にマッチする。

注記 18 無形資産

2017年 2016年

取得価額

前期繰越取得価額 22.0 20.1

当期の投資 2.3 1.9

処分および廃棄 - -

次期繰越取得価額 24.3 22.0
減価償却費

期首残高、減価償却費 -8.6 -4.4

当期の減価償却費 -4.8 -4.2

処分および廃棄 - -

次期繰越減価償却費 -13.4 -8.6
期末現在の見積り残存価値 10.9 13.4

無形資産は業務システムを指す。

注記 19 有形資産

2017年 2016年

取得価額

前期繰越取得価額 28.6 24.1

当期の投資 2.3 5.0

処分および廃棄 -11.0 -0.5

次期繰越取得価額 19.9 28.6

減価償却費

期首残高、減価償却費 -21.0 -19.5

当期の減価償却費 -2.5 -1.9

処分および廃棄 10.8 0.4

次期繰越減価償却費 -12.7 -21.0
期末現在の見積り残存価値 7.2 7.6

有形資産は、主として6.6百万クローネ(前年度：7.0百万クローネ)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。
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注記 20 その他資産

2017年 2016年

子会社に対する債権 11.8 10.0

提供担保証拠金 793.0 -

その他資産 9.3 4.6

合計 814.1 14.6

子会社に対する債権は、グループ補助金およびゼロ金利ローンを指
す。2016年度において、公社は中央清算機関により清算されるデリバテ
ィブにつき担保の提供を開始し、各カウンターパーティおよび通貨ごと
の担保(純額)は貸借対照表において認識される。詳細については、注記
28を参照のこと。2017年度において、公社はまた、中央清算機関により
清算されないデリバティブにつき現金担保の提供を開始したが、これら
に相殺権は適用されない。したがって、これらは貸借対照表において総
額で含まれる。

注記 21 その他負債

2017年 2016年

親団体に対する負債 1,752.3 790.9

受取担保証拠金 654.8 -

その他負債 15.4 19.5

合計 2,422.5 810.4

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2017年度のグ
ループ補助金および組合員の出資に関連する。2016年度において、公社
は、中央清算機関により清算されるデリバティブにつき担保の受取を開
始し、各カウンターパーティおよび通貨ごとの担保(純額)が貸借対照表に
おいて認識される。詳細については、注記28を参照のこと。2017年度に
おいて、公社はまた、中央清算機関により清算されないデリバティブにつ
き現金担保の受取を開始したが、これらに相殺権利は適用されない。し
たがって、これらは貸借対照表において総額で含まれる。

注記 22  年金および類似の債務に対する引当金

2017年 2016年

年金債務に対する引当金 - 4.1

合計 - 4.1

養老保険に投資してきた年金拠出は2017年度に中止され、代わりに年
金制度が導入された。詳細については、59頁の注記2を参照のこと。

注記 23 劣後債務

　　　　　認識値
通貨 額面金額  利率(％) 期日 2017年 2016年

劣後ローン クローネ 1,000.0 変動 永久 - 1,000.0

合計 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。1,000.0百万クローネの当該ローン
は、2017年度第4四半期中に公社によって期限前弁済された。その後に
期限前弁済された金額相当額の新株発行が実行された。当該劣後ロー
ンの期限前弁済および新株発行に関する承認は、2018年1月23日にス
ウェーデン金融監督局から取得された。
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注記 24      担保提供資産、偶発債務および約定
担保提供資産 2017年 2016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
スウェーデン中央銀行への預託
－スウェーデン国債 3,690.4 -
 －スウェーデンのコミューンおよびランスティング/リ
ジョン発行証券 - 2,121.8
－スウェーデンのカバード・ボンド - 13,147.2
デリバティブ負債に対する担保提供
－スウェーデン国債 30.6 170.9
中央清算機関への提供担保証拠金
－スウェーデン国債 230.0 316.2
担保提供資産合計 3,951.0 15,759.4

偶発債務 なし なし

未実行の約定済貸付金 2,476.2 4,535.7
約定済貸付金 1,834.3 1,765.4

担保に係る負債および引当金の認識値は1,407.0百万クローネ(前年
度：558.8百万クローネ)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。差異は当該年度における金
額面での流動性準備金の減少および発行体の区分間の配分によるも
のである。

養老保険に投資してきた年金拠出は2017年度に中止され、代わりに
年金制度が導入された。詳細については、59頁の注記2を参照のこと。 

注記 25 関連当事者

当該期間中、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)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 2017年 5,990 118 -9,652 - 1,752,320

2016年 3,505 106 -12,269 6 1,790,955

スウェーデン地方不動産会社 2017年 400 5,188 - 11,790 -

2016年 145 4,623 - 10,013 1,625

サンダール・パートナーズ・エーレブロー社 2017年 - - - - -

2016年 - 155 - - -

マーリン・ノルベック・コンサルティング社 2017年 - 705 - - -

2016年 - 2,007 - 169 355

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
の施設に係る取引およびグループ補助金に関連する。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。そ
の他の2社、すなわちサンダール・パートナーズ・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・パートナーズ・エー
レブロー社は2015年9月から2016年1月までの期間にかかるサービスを
提供していた。2016年2月から2017年5月までは、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た。上記各期間にお
ける両社との取引のみが上記の表に記載されている。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 26 貸借対照表日後の後発事象

劣後ローンの期限前弁済および新株発行に関するスウェーデン金融監
督局による承認(資本変動表についての注釈および注記23を参照のこ
と。)は、2018年1月23日に取得された。新規株式資本のスウェーデン会
社登記局への登録は、2018年2月5日に行われた。

2018年1月8日、ナスダックは、2018年3月12日より公社のスウェーデ
ン・ベンチマーク債がナスダックの最も総合的な債券指数である
OMRXALLに含められると発表した。この指数は、スウェーデンの金利
市場において管理されている資産の大部分のベンチマーク指数として
利用されるものである。
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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 27 金融資産および金融負債

2017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 12,998.3 - - - 11,637.5 - - - - 24,635.8 24,635.8
金融機関に対する
貸付金 - - 649.7 - - - - - - 649.7 649.7

貸付金 72,929.9 - 237,217.4 - - - - - - 310,147.3 310,438.6
債券および
その他利付証券 11,677.3 - - - 822.7 - - - - 12,500.0 12,500.0

デリバティブ - 3,531.2 - - - - - - 4,513.4 8,044.6 8,044.6

その他資産 - - 811.3 - - - - - - 811.3 811.3

合計 97,605.5 3,531.2 238,678.4 - 12,460.2 - - - 4,513.4 356,788.7 357,080.0
金融機関に対する負債1 - - - - - 1,312.7 - 5.7 - 1,318.4 1,318.4

有価証券1 - - - - - 116,878.6 - 220,877.2 - 337,755.8 339,396.6

デリバティブ - - - - - - 7,040.4 - 753.5 7,793.9 7,793.9

その他負債 - - - - - - - 2,414.4 - 2,414.4 2,414.4

劣後債務 - - - - - - - - - - -

合計 - - - - - 118,191.3 7,040.4 223,297.3 753.5 349,282.5 350,923.3

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

1) 資金調達の額面価額、すなわち満期日までの支払額334,023.3百万クローネ(前年度：278,543.1百万クローネ)である。
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注記 27 金融資産および金融負債

2017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 12,998.3 - - - 11,637.5 - - - - 24,635.8 24,635.8
金融機関に対する
貸付金 - - 649.7 - - - - - - 649.7 649.7

貸付金 72,929.9 - 237,217.4 - - - - - - 310,147.3 310,438.6
債券および
その他利付証券 11,677.3 - - - 822.7 - - - - 12,500.0 12,500.0

デリバティブ - 3,531.2 - - - - - - 4,513.4 8,044.6 8,044.6

その他資産 - - 811.3 - - - - - - 811.3 811.3

合計 97,605.5 3,531.2 238,678.4 - 12,460.2 - - - 4,513.4 356,788.7 357,080.0
金融機関に対する負債1 - - - - - 1,312.7 - 5.7 - 1,318.4 1,318.4

有価証券1 - - - - - 116,878.6 - 220,877.2 - 337,755.8 339,396.6

デリバティブ - - - - - - 7,040.4 - 753.5 7,793.9 7,793.9

その他負債 - - - - - - - 2,414.4 - 2,414.4 2,414.4

劣後債務 - - - - - - - - - - -

合計 - - - - - 118,191.3 7,040.4 223,297.3 753.5 349,282.5 350,923.3

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

1) 資金調達の額面価額、すなわち満期日までの支払額334,023.3百万クローネ(前年度：278,543.1百万クローネ)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
の仕組みと市場、公社または類似の発行体による類似の発行に対する
流通市場におけるスプレッド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、主として現金担保の
提供・受取、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、現在の借入れと貸付けのマージ
ンにより決定され、貸付マージンの増加は、既存事業の価値が低下した
際には未実現の損失をもたらす。公社は、スワップ・レートに対してはわ
ずかなエクスポージャーのみを有している。そして、その他の市場リスク
をヘッジしているため、市場価値変動をもたらすのは、流動性準備金に
おける保有に関して、借入れ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158百万クローネ(前年度：マイナス207百万クローネ)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188百万クローネ(前年度：プラス259百万クローネ)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+/-30百万クローネ(前年度：+/-52百万クローネ)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+/-6百
万クローネ(前年度：+/-17百万クローネ)の変動をもたらすことになる。

上記の変動はすべて、2017年12月31日現在(比較数値は2016年12
月31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。

かかる契約の損益への影響は、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当期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。

注記27続き 
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公社は、残存期間を3.6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7.6年までになると見積もっている。当期利益について
は-3.1百万クローネから+1.1百万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

2016年12月31日以降、評価モデルに変更はない。前回の変更について
は、公社の2016年度年次報告書の注記28を参照のこと。

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。当該期間において、金融資産
の40.2百万クローネ(前年度：1,491.2百万クローネ)がレベル2からレベル
1に振り替えられ、－百万クローネ(前年度：5,168.3百万クローネ)がレベ
ル1からレベル2に振り替えられた。金融負債の5,407.9百万クローネ(前
年度：61,605.2百万クローネ)がレベル2からレベル1に振り替えられ、一
方で5,707.3百万クローネ(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。振替は、公社が用いたレベル1とレベル2との間
の区分を定める指標の変動に伴うものであった。指標では、観察回数お
よび債券 相場の標準 偏差が 考慮される。前 期間についての振 替
は、2017年12月31日付および2016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

2017年 レベル1 レベル2 レベル3 合計

担保適格国債 8,607.2 16,028.6 - 24,635.8

貸付金 - 72,929.9 - 72,929.9

債券および
その他利付証券 12,500.0 - - 12,500.0

デリバティブ - 7,906.2 138.4 8,044.6

合計 21,107.2 96,864.7 138.4 118,110.3
金融機関に対する負債 - 1,312.7 - 1,312.7

有価証券 97,176.5 18,376.8 1,325.3 116,878.6

デリバティブ 0.0 7,730.7 63.2 7,793.9

合計 97,176.5 27,420.2 1,388.5 125,985.2

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

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 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

期首残高 2017年1月1日現在 222.7 -188.2 - -6,253.5 -6,219.0
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) -84.3 125.0 - -34.3 6.4

費用、取得 - - - -3,177.8 -3,177.8

当期中の満期到来 - - - 8,140.3 8,140.3

期末残高 2017年12月31日現在 138.4 -63.2 - -1,325.3 -1,250.1
2017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) 3.3 1.6 - -4.6 0.3

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、レベル3における価値の変動は
レベル2と同じように分析される。
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貸借対照表において公正価値で測定されない金融商品
2017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 - 649.7 - 649.7 649.7
貸付金 - 237,508.7 - 237,508.7 237,217.4
その他資産 - 811.3 - 811.3 811.3
合計 - 238,969.7 - 238,969.7 238,678.4
金融機関に対する負債 - 5.7 - 5.7 5.7
有価証券 125,895.2 96,622.8 - 222,518.0 220,877.2
その他負債 - 2,414.4 - 2,414.4 2,414.4
劣後債務 - - - 0.0 -
合計 125,895.2 99,042.9 - 224,938.1 223,297.3

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

注記 28 相殺の対象である金融資産および金融負債に関する情報

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非清算のデリバティブについて、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。

相殺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
借対照表における相殺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

2017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 8,621.0 -576.4 8,044.6 -5,070.9 -2,055.6 -572.4 345.7

レポ2

負債

デリバティブ -8,761.2 967.3 -7,793.9 5,070.9 1,026.6 750.4 -946.0

合計 -140.2 390.9 250.7 0.0 -1,029.0 178.0 -600.3

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

1) デリバティブ負債について相殺された金額には、2017年12月31日現在で390百万クローネ、2016年12月31日現在では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。

注記27続き
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5年間の要約
(単位：百万クローネ)
主要な指標(2013年－2017年) 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

資本

コアTier1資本比率(％) 212.4 103.7 44.6 34.6 37.0

Tier1資本比率(％) 212.4 103.7 44.6 34.6 37.0

総自己資本比率(％) 212.4 122.1 59.8 49.3 59.5

CRRに基づくレバレッジ比率(％) 1.78 1.56 0.87 0.75 0.57

当期利益

未実現の市場価値変動の影響を除く営業利益 697.8 593.7 531.3 664.0 740.0
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(％) 0.065 0.072 0.068 0.078 0.070
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(％) 0.057 0.055 0.051 0.055 0.053

総資産利益率(％) 0.245 0.086 0.165 0.182 0.213

費用/収益比率 0.304 0.302 0.366 0.310 0.250

その他の情報

従業員数(年度末現在) 96 91 85 77 70

(単位：百万クローネ)
損益計算書(1月1日－12月31日) 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

純利息収益 881.3 762.0 798.5 915.2 969.5

受取配当金 1.8 - - - -

支払手数料 -7.3 -5.2 -5.3 -5.1 -5.6

金融取引純利益 512.0 -131.9 165.7 101.9 38.7

その他営業収益 5.3 5.4 2.7 1.3 0.2

営業収益合計 1,393.1 630.3 961.6 1,013.3 1,002.8
営業費用合計 -269.3 -232.1 -293.1 -283.9 -245.2
金融資産の減損 - - -13.0 - -

営業利益 1,123.8 398.2 655.5 729.4 757.6
税金 -247.8 -88.4 -94.2 -161.0 -166.9

当期利益 876.0 309.8 561.3 568.4 590.7

(単位：百万クローネ)
貸借対照表要約(12月31日現在) 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

担保適格国債 24,635.8 16,964.4 16,839.4 15,204.1 14,626.2

金融機関に対する貸付金 649.7 1,122.3 699.9 4,022.1 2,822.2

貸付金 310,147.3 276,982.1 254,421.7 222,803.7 208,644.0

債券およびその他利付証券 12,500.0 42,003.9 45,688.4 45,974.5 44,932.9

デリバティブ 8,044.6 24,449.8 22,775.6 23,848.8 6,235.8

その他資産 965.2 202.9 201.3 198.9 197.6

資産合計 356,942.6 361,725.4 340,626.3 312,052.1 277,458.7

金融機関に対する負債 1,318.4 2,396.1 2,303.5 4,800.6 4,352.0

有価証券 337,755.8 341,579.4 318,943.6 292,318.0 256,258.7

デリバティブ 7,793.9 9,390.5 11,723.1 10,628.3 13,231.8

その他負債 2,463.7 845.4 2,311.8 929.7 888.5

劣後債務 - 1,000.0 1,000.0 1,000.1 1,000.1

負債および引当金合計 349,331.8 355,211.4 336,282.0 309,676.7 275,731.1

資本 7,610.8 6,514.0 4,344.3 2,375.4 1,727.6

負債、引当金および資本合計 356,942.6 361,725.4 340,626.3 312,052.1 277,458.7

財務書類
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代替的業績指標
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業績指標を表示

することを選択している。かかる代替的業績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。

調整 2017年 2016年

営業利益 1,123.8 398.2

未実現の市場価値変動の結果 426.0 -195.5
未実現の市場価値変動の
影響を除く営業利益 697.8 593.7

一般管理費 -258.5 -221.0

減価償却費 -7.3 -6.1

その他営業費用 -3.5 -5.0

営業費用合計 -269.3 -232.1

破綻処理費用/安定化政策費用 -66.3 -31.4
破綻処理費用/安定化政策費用を
除く営業費用合計 -203.0 -200.7

期末現在の貸付金 310,147.3 276,982.1
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(％) 0.065 0.072

一般管理費 -258.5 -221.0

減価償却費 -7.3 -6.1

その他営業費用 -3.5 -5.0

営業費用合計 -269.3 -232.1

破綻処理費用/安定化政策費用 -66.3 -31.4
破綻処理費用/安定化政策費用を
除く営業費用合計 -203.0 -200.7

期末現在の総資産 356,942.6 361,725.4
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(％) 0.057 0.055

当期利益 876.0 309.8

総資産 356,942.6 361,725.4

総資産利益率(％) 0.245 0.086

営業費用合計 -269.3 -232.1
純利息収益 881.3 762.0

その他営業収益 5.3 5.4

純利息収益およびその他営業収益合計 886.6 767.4

費用/収益比率 0.304 0.302

代替的業績指標 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(％)。FFFS2008:25第6条第2a
項に従い示される指標。

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
するために確立された主要指標。

財務書類
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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、2018年2月13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 オーサ・セッターベリィ
 取締役 取締役 取締役

 ネディム・ムルティック ウルリカ・ゴンザレス・ヘードクヴィスト
  従業員代表  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2018年2月14日に提出された。

ケーピーエムジーAB

アンダーシュ・タグデ
公認会計士

署名
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監査報告書
スウェーデン地方金融公社(企業登録番号：556281-4409)
年次株主総会　御中

年次計算書類に関する報告
意見

我々は、2017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23-90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、2017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。

年次計算書類に関する本報告書における我々の意見は、監査規

則(537/2014)第11条に従い取締役会に提出された補足報告書の内
容と一致している。

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。我々はスウェーデンにおける会計士の職業倫理に従い、公社か
ら独立しており、また、それ以外の点においても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。これには、我々が知り、信じる
限りにおいて、監査規則(537/2014)第5.1条において言及されている
禁止サービスが、監査対象会社、または該当する場合はEU内のその
親団体または被支配会社に提供されていないことを含む。

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。

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

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27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96,865百万クローネの金融資
産、レベル3として分類される138百万クローネの金融資産、レベル2
として分類される27,420百万クローネの金融負債およびレベル3とし
て分類される1,388百万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27％および負債合計の
8％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、相当なレ
ベルで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、公社の評価原則を取得し、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。

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17および注記27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、公社がヘッジ
関係の有効性に対する定期的な検査を実施するという要件を含む一
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。

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。

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、3-21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かなる確証
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。

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
る我々の意見を修正しなければならない。我々の結論は、監査報
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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、2017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。我々はスウェーデン
における会計士の職業倫理に従い、公社から独立しており、また、そ
れ以外の点においても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。

　ケーピーエムジーAB(ストックホルム P.O. Box 382、SE-101 27)
は、2016年4月21日の年次株主総会において、スウェーデン地方金
融公社の会計監査人に任命された。ケーピーエムジーABまたはケー
ピーエムジーABで働く会計監査人は、2016年から公社の会計監査
人を務めている。

ストックホルム、2018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。公社の経営陣との業務および内部の

ガバナンスおよび管理体制に関する討議を通じて徹底的なレビュー
が行われた。我々はまた、取締役会の議事録により取締役会の活動
を監視した。

2017年度には、職務遂行能力の支援と従業員のその他の取組み
の分野で内部管理の詳細なレビューが行われた。
　全体として、公社の業務は適切かつ経済的な観点から満足できる
形で行われていると我々は評価している。

　我々の評価によると、公社の内部統制は適切であった。

エーレブロー、2018年2月14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
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