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1.1 背景

• 設立 1962年

• 主な事業分野

• 商業的輸出向けローン

• 2011年11月までノルウェー政府による

助成型輸出貸付の唯一の担い手

• 貸付は完全に信用補完

• ノルウェー最大級の国際的借り手

• 2011年11月にノルウェー政府が100％国有

の輸出信用機関の設立を発表してからは、

公社の新規貸付は行っていない。
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1.2 現況

• 公社は2011年11月以降、既存の資産および負

債ポートフォリオの慎重な管理に重点を置き、
相当かつ慎重に資産および負債を削減してい
る。また、安定的運用、堅牢な資本と流動性
ポジションを維持している。

• 流動性とオペレーションに関して株主と緊密
な対話と支援を実施

• 2004年以来、安定した株主構成を維持

• 2019年3月31日時点の自己資本は108.6%
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その他銀行
13.8%

DNB
(Aa2/AA-)
40.0%

ダンスケ銀行

8.0%

ノルディア銀行

(Aa3/AA-/AA-)
23.2%

ノルウェー王国

(Aaa/AAA/AAA)
15.0%

ムーディーズ・インベスターズ・サービス、
S&P、フィッチによる
外貨建長期債格付け

株主

(A2/A/A+)



2.1 主要な財務データ：損益
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2019年3月31日

100万ノルウェークローネ 2019年13月31日

純金利収入 32 133

公正価値で測定する金融商品に係る純利益 / 損失 27 51

営業収入計 / (損失) 59 184

営業費用 34 89

税引前利益 / (損失) 35 95

税金 9 24

当期利益 / (損失) 26 71

その他包括利益 (55) 47

包括利益計 (29) 118

2018年12月31日

*
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2.2 主要な財務データ：バランスシート
2019年3月31日

100万ノルウェークローネ

金融機関への貸付金 9 105 9 125
有価証券 6 445 7 607
金融デリバティブ 983 1 082
その他資産 1 173 1 411
債券債務 10 002 11 255
金融デリバティブ 730 945
その他負債 581 603
株主資本合計 6 393 6 422
負債及び株主資本合計 17 706 19 225

コアとなる自己資本 6 076 6 080
コアとなる自己資本比率 108.6% 113.9%
レバレッジ比率 35.2% 32.5%

2019年3月31日 2018年12月31日



48 %

23 %

16 %

12 %

1 %

貸付
79億ノルウェークローネ

政府助成型貸付

プロジェクトファイナンス（政府助成無し）

地方自治体ローン

企業向け貸付

株主銀行から購入した輸出関連貸付金

2.3 主要な財務データ：貸付と債券ポートフォリオ残高
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54 %

30 %

15 % 1 %

資金調達
105億ノルウェークローネ

プレーンバニラ債

トリガー付仕組債

償還日が決まっている仕組債

コール付仕組債

2019年3月31日



3. 重点領域

1. 資産の質

2. 流動性リスク

3. リスク緩和

4. 格付け
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3.1 資産の質：ダブル・デフォルト

• 貸付は、高格付けの金融機関またはノルウ
ェー政府によるオンデマンド保証によって
信用補完されている

• 債務者と保証会社の両者が返済を停止しな
い限り、公社は損失を被らない

• 貸付返済状況を綿密に追跡調査することに
より、ポートフォリオを円滑に運用してい
る

• 公社は貸し手や保証会社から期待通りの支
払いを受けており、1962年の設立以来、
貸倒損失の発生は皆無 *
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43 %

40 %

9 %
7 %

1 %
0 %

信用補完- 債務保証
2019年3月31日

政府保証

ノルウェーの銀行保証

ノルウェーの銀行への融資

外資系銀行の保証

銀行預金担保

ノルウェー地方自治体への融資・自治体の保証
*) Glitnir の一件（Glitnir が借り手からの前払資金を返済せず公社から詐

取したことで有罪判決を受けた）に関する損失を除く。



3.2 流動性リスク：流動性準備
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• 流動性準備ポートフォリオ：64億ノルウェーク
ローネ

-高格付け金融機関、政府関連企業、およびカバード
ボンドへの金融投資

-市場のボラティリティ、期間リスク、信用リスクが
限定的で低リスク

-平均格付け：AA

-平均償還期間：1.2年

-ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル、
スペインへの投資は無い

85 %

15 %

流動性準備

75億ノルウェークローネ
2019年3月31日

流動性準備ポートフォリオ

現金同等物



3.2流動性リスク：ストレステスト

• 公社は、仕組債およびデリバティブで構成され
る複雑なポートフォリオに適した評価ソフトウ
エアに、相当額を投資

• ALMグループは流動性リスクを管理するため、

最悪シナリオを含む様々なシナリオで貸借対照
表を定期的にシミュレート

• 仕組債ポートフォリオには流動性の要件を計画
するため主なリスク要因のシミュレーションを
必要とするオプション性が組み込まれており、
満期の大幅変更も想定

• 主なリスク要因：

⁻ 円／米ドルの為替レート

⁻ 円／豪ドルの為替レート

⁻ 米ドルの金利

11



• 仕組債で調達した資金はすべて高格付け
のデリバティブ・カウンターパーティと
のスワップ契約でヘッジ

• 積極的なリスクテイクは行わず、ポート
フォリオ全体で金利リスクをヘッジし、
米ドル、ユーロ、ノルウェークローネに
通貨スワップ

• CSA（クレジットサポートアネックス）を

締結し、毎日値洗いと担保資産の差入れ
を実施

3.3リスク緩和：慎重なリスク管理
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格付機関

格付け

コメント
長期発行体

格付け
見通し

• S&P
• 2017年11月23日

BBB+ ポジティブ

強味
• 堅牢な資本
• 貸出残高と資金調達の段階的縮
小管理に成功

弱点
• 仕組債およびデリバティブのエク
スポージャーが残っていること

• 段階的縮小期における運用リス
クおよび流動性リスク

3.4 格付け
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• 公社の段階的縮小プロセスの継続的な秩序ある経営が認められ、
2017年11月に見通しがポジティブに変更された。



4. 債務買戻し

• これまで公社は私募債の発行により流動性
を提供していた

• 2011年11月以降は、すべての償還に対応す
るための十分な流動性の確保に注力

• 公社は現在、商業ベースで債務の一部買戻
しを検討できる余力を有している。これは
企業価値の維持という総合的な目的のもと
でバランスシートを積極的に管理するとい
う戦略と合致している。
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5. 公社内のオペレーション

• 既存ポートフォリオの管理業務のため、主
要スタッフを保持

• 忠誠心／帰属意識向上のため、インセンテ
ィブ制度を導入

• 資産・負債管理と事業継続計画への重点的
な取り組み

• クロストレーニング、組織の柔軟性を維持

• 仲介業者およびデリバティブ・カウンター
パーティとの密接な関係の継続
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6. 補足資料: 2011年以降の主要な出来事
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2011年
1月1日

•単一顧客に対する大口エクスポージャー規制の実施

•ＥＵ自己資本要求指令（CRD）の一時適用除外が2011年12月31日まで認められた。除外期間中、公社は2010年時点で有効
であった大口エクスポージャー規制用の報告基準を適用

2011年
10月19日

•ノルウェー財務省、貿易産業省は公社に対し、大口エクスポージャー規制の適用除外を1年延期

•同時に、恒久的な除外は許されない、と両省は強調

2011年
10月28日

•ムーディーズが公社格付けを Aa3に格下げ（さらなる格下げを検討）

2011年
11月18日

•ノルウェー政府は、政府助成型輸出向け貸付の継続は、新たに設立した国営の輸出金融機関で行うと発表

2011年
11月22日

• ムーディーズが公社格付けを Ba1に格下げ（さらなる格下げを検討）

• 最大株主からの支援発表

•資金調達と流動性のマッチングは十分なレベルであるとの評価

•自己資本は十分であるとの評価

2011年
12月19日

•公社に対するデフォルト宣言

•サムライ債の１投資家によるもの

•公社はこの宣言を断固否定するとの文書を発表

2011年
12月22日

•ユーロMTN（ミディアムターム・ノート）プログラムの受託者が追加行動はとらないと発表

•2012年7月1日まで、公社が政府に代わって輸出貸付を行う旨の合意書を締結



2012年
2月15日

•S&Pが公社格付けをBB+に格下げ（見通し：ネガティブ）

2012年
2月16日

•5社に対する大口エクスポージャーを規制対象から除外するとの、ノルウェー金融監督庁（FSA）の最終判断

2012年
7月1日

•エクスポートクレジットノルウェー（Eksportkreditt Norge AS）発足

•ノルウェー輸出金融公社が貿易産業省に代わって行ってきた新規貸付を停止

2012年
7月31日

•ムーディーズが格付けBa1を維持、見通しはネガティブに変更

2013年
1月28日

•ムーディーズがBa3に格下げ（見通し：ネガティブ）

2014年
3月28日

•東京地裁でのノルウェー輸出金融公社のサムライ債のデフォルト有無を問う裁判で、公社が勝訴

•2014年3月28日の公社勝訴の判決が最終判決として確定

2014年
4月30日

•ムーディーズが格付けBa3を維持、見通しは安定的に変更
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6. 補足資料: 2011年以降の主要な出来事（2）



2014年
5月

•S&PがBB+を維持、見通しをポジティブに変更

2014年
12月

•S&PがBBB-に格下げ（見通し：ポジティブ）、公社はS&Pのみに格付け依頼を行うことを決定

2015年
12月

•S&PがBBB-を維持（見通し：ポジティブ）

2016年
2月

•S&PがBBBに格上げ（見通し：ポジティブ）

2016年
11月

•S&PがBBB+に格上げ（見通し：安定的）

2017年
11月

•S&PがBBB+を維持、見通しをポジティブに変更
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6. 補足資料: 2011年以降の主要な出来事（3）



6. 補足資料: 取締役会

トリル・アイデスヴィック氏（1968年生）は、2017年から取締役会に加わり、
2019年より議長代理に就任している。TTS Group ASAの最高経営責任者（CEO）
を務めるアイデスヴィック氏は、EMS Seven Seas ASAやGreen Reefers ASAの
CEOを歴任してきた経歴をもち、海運、金融分野で豊富な経験を有している。同氏
はこれまでCaiano ASでの勤務経験、また、貯蓄銀行Sparebanken NOR（現
DNBに統合）および法律事務所Simonsen Musæusで弁護士を務めた経験を持
つ。また様々な企業の取締役として幅広い経験を重ね、2006年から2013年までノ
ルウェー輸出金融公社の代議会員を務めた。アイデスヴィック氏は、オスロ大学に
て法律学の学位を取得している。

シグール・カールセン氏（1959年生）は2012年に取締役会に加わり、2014年より取
締役会会長兼報酬委員会委員。同氏は、1986年のノルデア銀行入行以降、様々な要職
を経て、現在ノルデア銀行ノルウェー支店の最高リスク管理責任者を務めている。カ
ールセン氏は、オスロ所在のノルウェー経営大学（BI）より経営学の学位を取得して
おり、米国アリゾナ州所在のサンダーバード国際経営大学院（当時のアメリカ国際経
営大学院）より国際経営学の修士号を取得している。

トーマス・ファルク氏（1966年生）は、2019年3月から取締役に加わり、報酬委
員会の委員も務めている。同氏は現在、取締役の職務に加えて、テクノロジーを武
器とする成長企業の投資家およびサポーターを引き受けている。同氏は取締役とし
て豊富な経験を有しており、Q Free ASA、Visma Marine ASAの前CEO、
Verdane Capitalの前パートナー（Four Seasons Venture）も務めてきた。海軍
士官として4年間従事した経験も持つ。ファルク氏は、米国バージニア大学のダーデ
ン経営大学院にてMBAを取得しており、オスロにあるノルウェー国防大学の指揮官
コースも受講している。

マリアンネ・バーグマン・ローレン氏（1968年生）は、2017年10月に取締役会
に加わった。ダンスケ銀行の企業・機関部門において、グローバルなリスク管理お
よび地域のCOO（最高執行責任者）ユニットの長を務めている。2007年入行以
来、同行にて様々な主要な役職に就いてきた。それ以前は、法律事務所のトメセ
ン、ウィルスホルム、アーサー・アンダーセンに勤務し、またノルウェーの金融監
督庁のアドバイザーも務めた。ローレン氏はオスロ大学より法律の学位を取得して
いる。

ビョルン・ベルグ氏（1957年生）は2014年から取締役会に入り、監査委員会およ
びリスク委員会の委員長を兼任している。同氏はDNBバンクASAの最高投資責任者
を務めている。以前は同行の公社株主としての管理責任者を務めていた。同氏は、
会計監査人を経て、1986年以降財務部門における様々な管理職に就いている。ベ
ルグ氏は、ウィスコンシン大学よりMBAを、ベルゲン所在のノルウェー経済経営大
学（NHH）より公認会計士の資格を取得している。

オーレ・アンデルス・ネス氏（1979年生）は、2019年3月に取締役に加わり、報
酬委員会の委員を務めている。同氏はノルウェー輸出金融公社従業員の中から選出
されており、従業員代表である。同氏は2007年に公社に入社後、事務管理部門、
リスク管理部門および資金調達部門における役職を担い、現在、財務部門長を務め
ている。ネス氏は、ノルウェー経営大学（BI）にて経営学学士および金融経済学修
士を取得している。

シリ・ブルースタ氏（1972年生）は、ノルウェー輸出金融公社従業員の中から選
出され、2019年3月から取締役会のオブザーバーとして就任している。同氏は、
2004年に公社に入社、現在シニアコントローラーを務めている。 ブルースタ氏
は、ノルウェー経営大学（BI）にて経営学学士および経営学修士(MM)を取得して
いる。
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シグール・カールセン トリル・アイデスヴィック

トーマス・ファルクマリアンネ・バーグマン・ローレン ビョルン・ベルグ

オーレ・アンデルス・ネス シリ・ブルースタ



6. 補足資料: 業務執行経営陣
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エリーゼ・リンドバック氏(1964年生)：エグゼクティブ・バイスプレ
ジデント(EVP) 兼人事部門責任者。1991年に公社に入社。2003年から
2008年までコミュニケーション部門責任者、それ以前は公社内の様々
な役職に従事。ノルデア銀行での勤務経験を有する。リンドバック氏
は、ベルゲン所在のノルウェー経済経営大学(NHH)より経営学の学位、
ノルウェー経営大学(BI)より経営学のエグゼクティブマスターを取得し
ている。

エリーゼ・リンドバック
EVP兼人事部門責任者

クリスチャン・グロム氏(1958年生)：エグゼクティブ・バイスプレジ
デント(EVP) 兼リスク管理部門責任者。1990年からノルウェー最大の
金融会社DnB NORに勤務後、2009年に公社に入社。また、経営コン
サルティング会社IKO StrategiおよびElkemでの勤務経験も有する。
グロム氏は、ベルゲン所在のノルウェー経済経営大学(NHH)より経営学
の学位を取得している。

イェンス・オラフ・ファイリング氏(1946年生)：エグゼクティブ・バ
イスプレジデント(EVP) 兼法務部門責任者。ファイリング氏はオスロ
大学より法律学の学位を取得し、法務部門責任者として1974年に公社
に入社。1981年から2011年9月まで公社のEVP兼法務部門責任者を務
めており、2012年2月に同職に復帰。

ゲイル・オヴェ・オルセン氏(1966年生) ：最高経営責任者(CEO)兼最
高財務責任者(CFO) 。2008年にCFOとして公社に入社し、2018年7月
にCEOに就任。入社前はノルウェー所在のToyota Kreditbank GmbH
にて1997年よりCFO。また、Dyno Industrier、税務署の大企業対応
部門、米国シアトル所在のPuget Sound Bankでの勤務経験を有する。
オルセン氏は、米国タコマ所在のパシフィック・ルースラン大学より
MBAを取得している。

イェンス・オラフ・ファイリング
EVP兼法務部門責任者

クリスチャン・グロム
EVP兼リスク管理・オペレーション部門責任者

ゲイル・オヴェ・オルセン
CEO兼CFO



6. Appendix: Board Of Directors

Toril Eidesvik (born 1968) is board member since 2017 and deputy chair 
person since 2019. She is CEO in TTS Group ASA, and has considerable 
experience from shipping and finance, inter alia through her positions as 
CEO in EMS Seven Seas ASA and Green Reefers ASA. Ms. Eidesvik has 
previous work experience from Caiano AS, and as a lawyer at 
Sparebanken NOR and the law firm Simonsen Musæus. She also has 
extensive experience from serving on different boards, and she served on 
the Council of Representatives of Eksportfinans from 2006-2013. Ms. 
Eidesvik has a law degree from the University of Oslo. 

Sigurd Carlsen (born 1959) is chair person of the board since 2014 and 
member of the board since 2012, and member of the remuneration 
committee. He is chief risk officer in Nordea Bank AB, Norwegian Branch, 
and has held various leading positions within Nordea since he was first 
employed by the bank in 1986. Mr. Carlsen has a business degree from 
BI Norwegian Business School in Oslo, and holds a Master of International 
Management from Thunderbird School of Global Management (previously 
the American Graduate School of International Management) in Arizona, 
USA.

Thomas Falck (born 1966) is a board member since March 2019. He is 
also a member of the remuneration committee. He is currently working 
as a professional board member, and as an investor and supporter of 
technology based growth companies. In addition to extensive board 
experience, he is the former CEO of Q Free ASA and Visma Marine ASA 
and former partner of Verdane Capital (Four Seasons Venture). He has 
also served as a naval officer for four years. Mr. Falck holds an MBA from 
Darden at the University of Virginia, USA, and has attended the 
Commanding Officers Course at the Norwegian Defence University 
College in Oslo.

Marianne Bergmann Røren (born 1968) is member of the board since 
October 2017. She is global head of risk and local COO (Chief Operating 
Officer) units within Corporates & Institutions in Danske Bank. She has 
held various leading positions in the bank since she was first employed in 
2007. Prior to this she was working with law firms Thommessen, 
Wiersholm and Arthur Andersen and as advisor in the Financial 
Supervisory Authority of Norway. Ms. Røren holds a law degree from the 
University of Oslo.

Bjørn Berg (born 1957) is a board member since 2014 and head of both 
the audit committee and the risk committee. He is chief investment 
officer in DNB Bank ASA and previously had management responsibility 
for the bank’s ownership in Eksportfinans. He has held various senior 
positions in finance since 1986, and previously worked as an auditor. Mr. 
Berg holds a MBA from the University of Wisconsin and a CPA from the 
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in 
Bergen.

Ole Anders Næss (born 1979) is board member since March 2019 and 
member of the remuneration committee. He is elected by and among the 
employees of Eksportfinans, and is also employee representative in 
Eksportfinans. Mr. Næss joined Eksportfinans in 2007, and has held 
positions in Back Office, Risk Management, Funding and is now Head of 
Treasury. Mr. Næss has a Bachelor degree in Business Administration and 
a Master of Science degree in Financial Economics from BI Norwegian 
Business School.

Siri Brustad (born 1972) is observer to the board since March 2019, 
elected by and among the employees. She joined Eksportfinans in 2004, 
and is senior controller accounting. She has a Bachelor degree in 
Business Administration and a Master of Management from BI Norwegian 
Business School.
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Elise Lindbæk (born 1964) is executive vice president and 
director of staff. She was head of communications from 2003 
until 2008, and has held different positions within 
Eksportfinans since 1991. She has previous work experience 
from Nordea. Ms. Lindbæk has a business degree from the 
Norwegian School of Economics and Business Administration 
(NHH) in Bergen and an Executive Master of Management from 
BI Norwegian Business School in Oslo.

Elise Lindbæk
EVP, Director of Staff

Christian Grøm (born 1958) is executive vice president and 
director of risk management. He joined Eksportfinans in 2009 
from DnB NOR, where he had worked since 1990. He has 
additional work experience from the management consulting 
company IKO Strategi and from Elkem. Mr. Grøm holds a 
business degree from the Norwegian School of Economics and 
Business Administration (NHH) in Bergen.

Jens O. Feiring (born 1946) is executive vice president and 
general counsel. He has a law degree from the University of 
Oslo and has worked in Eksportfinans since 1974. He has 
previously held the position as EVP and director of the Legal 
Department in the company from 1981 to September 2011 
and returned to the position in February 2012.

Geir Ove Olsen (born 1966) is chief executive officer and CFO. 
He joined Eksportfinans as CFO in 2008 and took up the 
position as the company CEO in July 2018. He came to 
Eksportfinans from the position of CFO of Toyota Kreditbank
Gmbh, Norway, a position he had held since 1997. He has 
previous work experience from Dyno Industrier, Skattekontoret
for storbedrifter and Puget Sound Bank in Seattle, USA. Mr. 
Olsen holds an MBA from Pacific Lutheran University in 
Tacoma, USA.

Jens O. Feiring
EVP, General Counsel

Christian Grøm
EVP, Director of Risk Management and Operations

Geir Ove Olsen
Chief Executive Officer and CFO
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