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金融機関の分析における財務諸表 
の調整 
Financial Statement Adjustments in the 
Analysis of Financial Institutions  

サマリー 

本クロス・セクター格付手法は、銀行、証券会社 1、ファイナンス・カンパニー、および保

険会社を含む金融機関の財務諸表に対する分析上の調整について述べたものであ

る 2。ムーディーズは、取引および事象の根底にある経済的実態をより反映させるため、
また、財務データの比較可能性を高めるために、会計報告された財務諸表の調整を

行う。ムーディーズは、調整後のデータを用いて信用評価上で重要な指標を算出し、
格付の決定の際に考慮している。従来よりムーディーズは、信用リスク評価の観点か

ら分析の洞察を深めるべく財務データの調整を行ってきた。 

ムーディーズの調整は、金融機関の財務諸表が適用される会計基準に準拠していな
いことを示唆するものではない。その目的は、信用分析に用いる財務データの分析上

の価値を高めることにある。 

財務指標算出、認識、表示、開示の方法が、国、地域、会計制度によって異なるた
め、グローバルベースで財務諸表を完全に比較可能にすることは不可能であると認識

している。しかし、ムーディーズが用いる主要指標が、一般に十分な開示がなされてい
る会計処理の相違により大きく影響を受ける場合、財務データの質と比較可能性を高

めるために調整を加える。 

1  証券会社は、証券業界のマーケットメーカーおよびサービスプロバイダーから構成される。 
2  本クロス･セクター格付手法に示された調整は、個別のセクター格付手法に明示されない限り、銀行、

証券会社、ファイナンス・カンパニー、および保険会社に適用される。資産運用会社、保険ブローカー、

および清算会社には、事業会社の分析における財務諸表の調整について説明したクロス･セクター格

付手法が適用される。このレポートは、「関連リサーチ」のリンクから入手可能である。 

本格付手法は 2017 年 6 月 13 日付で改訂された“Financial Statement Adjustments in 
the Analysis of Financial Institutions”（ムーディーズ・ジャパン版「金融機関の分析にお
ける財務諸表の調整」2017 年 6 月 20 日）を更新するものである。今回の更新では、

会計基準の変更を織り込み、リースに関する調整をアップデートした。また、一部の古

いリンクもアップデートした。 
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ムーディーズが銀行の財務諸表に適用する調整は、通常、証券会社とファイナンス・カンパニーの財
務諸表にも適用される。そのため本稿では、銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニーを総称

して「銀行」としている。これらのセクターの一部にのみ適用される財務諸表調整については、どのセ
クターが影響を受けるかを明記している。 

本稿では主に、国際会計基準（IFRS）、米国会計基準、および（保険会社については）法定会計原則

(米国の場合、US SAP)に基づいて作成された銀行および保険会社の財務諸表に対するムーディー
ズの調整について述べる。調整は、グローバルベースでの同業他社との比較可能性を高めるために

適切と判断される場合には、他の国・地域の会計基準（以下、合わせて「各国会計基準」とする）に
基づいて作成された財務諸表にも適用される。 

一部の調整は標準的調整とみなされ、適用可能でかつ開示情報が十分であれば、銀行または保険

会社、あるいは両方に適用され、これらのセクターの全発行体に対する調整を一括して行えるよう設

計されている 3。状況によっては、ムーディーズは標準的調整とは異なる調整を行った方が、分析上、
より適切と考えられる場合、本稿で述べる標準的調整とは異なる手法で財務情報を調整する可能

性がある。 

これらの標準的調整に加え、ムーディーズは、根底にある経済的実態をより反映し、同業他社間で
の比較可能性を高めるため、他の項目について非標準的な調整を加えることがある。非標準的調

整の対象となる企業は標準的調整となる企業よりはるかに少数であり、分析上の判断が大きく関わ
ってくる傾向がある。例えば、各国会計基準、または発行体における会計基準または国際会計基準

の解釈が国・地域の基準と異なり、分析に影響を与える場合には、非標準的調整を行うことがある。 

調整 - 目的、方法、透明性 

ムーディーズは一般に、信用リスク評価の観点からみた分析の質を高め、企業間の財務諸表の比
較可能性を高めるという分析上の目的から、財務諸表の調整を行う。いくつかの調整を標準化する

にあたっての目的は、各国間、業種間でのグローバルなアプローチの一貫性と、市場参加者にとって
の透明性を高めることにある。調整の対象となるのは、情報源が信頼できる項目である。しかし、ムー

ディーズは財務報告の要件や会計制度に違いがあることを認識しており、そのような制約を考慮した
上で分析を行っている。ムーディーズが財務諸表の調整を行う理由は具体的に以下の通りである。 

» 根底にある経済的実態をより忠実に反映するとムーディーズが判断する会計基準の適用。その

一例がハイブリッド証券に対する調整である。債務と株式の両方の特徴をもつ証券をムーディー

ズの判断で分類変更するが、その分類結果は財務諸表上の分類とは異なることが多い。 

» 必要な情報が入手可能であれば、分析上、最も質が高いとムーディーズがみなす会計基準に

合わせて調整することにより、比較可能性を高める。例えば、国際会計基準の下では、同一の

カウンターパーティとの間のデリバティブ資産・負債は通常、グロスベースで計上されるが、米国

会計基準では、マスターネッティング契約に基づいているデリバティブ資産・負債は通常、ネット

ベースで計上される。この場合、ムーディーズは、同一のカウンターパーティとの間のデリバティ

ブ資産・負債を一貫してネットベースで調整する。 

ムーディーズは、財務諸表全体に対して全般的な調整を行い、その調整後財務諸表に基づいて財

務指標を算出する。結果として、ムーディーズの財務指標は分子および分母に対する複雑な足し戻
しを行うのではなく、全体に調整を行った財務諸表に基づいた単純な計算となる。 

ムーディーズは、半期の財務諸表も通期と同様に完全に調整することを目標としている。しかし、半

期の場合、会計上の開示が限定的であるために調整が不可能なことがある。その場合、ムーディー
ズは調整が可能かどうか、どのように算出すべきかを検討したうえで判断する。重要な調整のための

開示情報が欠如している場合には、発行体にとって不適切な信用評価を回避するため、関連する

推定および想定を全般的に保守的にする。 

                                                                        
3  標準的調整は、適用可能ではあるがその金額が分析に大きく影響を与えない場合には行わないことがある。 

本件は信用格付付与の公表で
はありません。文中にて言及され
ている信用格付については、 

ムーディーズのウェブサイト
(www.moodys.com)の発行体の 
ページの Ratings タブで、最新の

格付付与に関する情報および 
格付推移をご参照ください。 

http://www.moodys.com/


 

  

3 AUGUST 10, 2018 クロス・セクター格付手法：金融機関の分析における財務諸表の調整 
 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

ムーディーズは、貸借対照表と損益計算書を対象として調整を行うこととしている。キャッシュフロー
計算書および株主資本変動等計算書については、ムーディーズが本セクターで用いる指標算出に

は通常使用しないため、調整の適用対象にすることはあまりない。 

 

ムーディーズは、調整では対応しきれない会計基準間の大きな差があることも認識しており、分
析上、定性的に考慮することがある。そうした差の例は保険契約準備金にみられる。米国会計基
準、米国法定会計原則、国際会計基準、その他の各国会計基準では、準備金について異なる
基準を設けている。財務諸表の利用者にとっては、ある会計基準に基づく準備金を、他の会計基
準に基づく準備金と完全に比較可能とするために、どの程度の調整が必要かを正確に測定する
ことは財務諸表を利用する側にとって不可能である。もう 1 つの例として、投資に関する会計報告
が挙げられるが、これは、会計基準および経営陣の見積もりなどの地域差によってデータの表示・
計測方法が異なりうるということである。 

また、一部の会計基準では、新規保険契約または保険契約更新に関する新契約費は、契約期
間にわたって繰り延べ・償却することを義務付けられるが（繰延新契約費）、会計基準によっては
（米国法定会計原則、アジアの幾つかの国々の会計基準）当該費用を資産として計上することが
禁止されている。ビジネスモデル、商品基盤、コスト構造が違っており、繰延新契約費を資産計
上していない企業については、これに類する資産を計上することによる標準的調整を行わない。 
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調整 - 内容と方法 

標準的調整 

以下、金融機関の財務諸表に適用される標準的調整手法について述べる。表には、調整が銀行と

保険会社の両方に適用されるか、銀行または保険会社のいずれかのみに適用されるかを示してい
る。ここでは、各セクターの主要指標が調整対象の財務諸表項目によって影響を受けるか否かを判

断基準の一部としている。特定のセクターに適用されない標準的調整項目でも、ムーディーズの分
析において重要な主要指標に大きな影響を与える場合は、非標準的調整が行われることがある。 

 

調整項目 説明 

 適用  

銀行、保険 
会社の両方 銀行のみ 

保険会社 
のみ 

ハイブリッド証券 負債性と資本性の特徴を併せ持つ証券を、ムーディーズの分類方法に

基づき、債務および株式に振り分ける。銀行については、ハイブリッド証

券の分類に応じて、支払利息と配当にも調整を加える。 

X   

確定給付年金 年金費用にかかる期間配分効果を除去する。 X   

少数株主の非支配株主持分 株主資本に含まれる非支配株主持分の残高が正の場合、貸借対照表

上の負債またはメザニンの項に振り替える。 
X   

リース リース債務を負債に分類変更し（負債に分類されていない場合）、リース

料を計算上の支払利息および減価償却費に分類変更する。 
X4   

自行の信用力の変化により 
影響を受ける債務の公正価値 

自行の信用力の変化が自行債務の公正価値に与える累積的な影響額

を調整し、また、純利益に反映される損益への影響も調整する。 
 X  

金融資産および金融負債の貸借 
対照表上のネッティング 

マスターネッティング契約が適用されるが貸借対照表上にはグロスベー

スで表示されているデリバティブ資産・負債額および関連する担保額を

相殺する。 

 X  

一部の繰延税金資産の分類変更 将来の課税対象利益にかかわらず実現し、破綻処理時には損失を吸収

する一部の繰延税金資産を、ムーディーズによる有形普通株主資本

（TCE）の算出において上限が適用されない勘定に分類変更する。 

 X5  

損金算入可能なのれんと 
その他無形資産にかかる繰延 
税金負債 

事業統合時に発生する損金算入可能なのれんおよびその他無形資産

にかかる繰延税金負債を、それぞれ対応する資産簿価と相殺する。 
 X  

少数株主の非支配株主持分に帰属 
するのれんとその他無形資産 

TCE 算出上のダブルカウントを回避するため、少数株主の非支配株主

持分割合に対応するのれんおよびその他無形資産額を控除する。 
 X  

ソブリン債務証券のリスク 
ウェイト 

投資対象のソブリン債務証券のリスクウェイトを、バーゼルの標準的な

枠組みのリスクウェイトより低くしている銀行については、リスクウェイト

を引き上げる。 

 X  

オペレーティング・デット オペレーティング・デット、およびこれを支える資本を、金融負債と区分 
する。 

  X 

 
標準的調整手法の各項目の詳細については以下を参照されたい。 

非標準的調整 

ムーディーズは、各発行体の基礎的事実と状況に基づいて非標準的調整を行うこともある。標準的
調整のセクションの後にその例を挙げ、説明する。 

                                                                        
4  リースの調整は証券会社およびファイナンス・カンパニーに適用されるが銀行には適用されない。 
5  繰延税金資産の調整とソブリン債務証券のリスクウェイトの調整は銀行に適用されるが、証券会社とファイナンス・カン

パニーには適用されない。 
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銀行、保険会社の両方に適用される標準的調整 

ハイブリッド証券 

会計報告上の問題点 

ハイブリッド証券は、銀行および保険会社が事業上の資金調達に、一部の例では規制上の自己資
本基準を満たすために用いる、負債性と資本性の両方の特徴をもつ金融商品である。国際会計基

準では、一部のハイブリッド証券は債務と株式に区分することを求められるが、米国会計基準では通
常、全額が債務、株式、または非支配株主持分として計上される。  

一部のハイブリッド証券については、その経済的な実態ではなく、法的な側面に基づき会計上の取り

扱いが決定されていることがある。例えば、一部の優先証券は債務としての属性を保持するにもかか
わらず、会計上は全額株式に分類されている。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、ハイブリッド証券を債務および株式としての相対的な特徴に基づいて分類している。
ハイブリッド証券はその特徴により実質上、純粋な債務でも純粋な株式でもないため、ムーディーズ

はハイブリッド証券をバスケット A（債務に最も近い）から E（株式に最も近い）に分類している。ムーデ

ィーズは、ハイブリッド証券の特徴を普通株式への類似性の度合いに応じて評価し、その特徴に従っ
てウエイトを決定する。その結果、例えば、会計上は 100%株式、100%債務、あるいはその中間とし

て分類されるハイブリッド証券を、ムーディーズは 75%の負債性と 25%の資本性を有する証券として
取り扱うことがある。 

銀行は規制当局による監督を受け、自己資本比率が単独での財務力に重要な意味を持つことから、

銀行発行のハイブリッド証券は銀行以外の金融機関が発行したハイブリッド証券とは性質が異なる 6。
これが、エクイティクレジットの観点からみた場合のムーディーズの銀行ハイブリッド証券の取り扱いに

影響を及ぼす。その点についてはムーディーズの格付手法で説明している 7。 

ムーディーズの財務調整方法 

貸借対照表上、ムーディーズは、株式および債務としての相対的な特徴に応じてハイブリッド証券を

分類する。この分類では、さまざまな会計基準に基づく現在の会計上の取り扱いに応じた調整が必

要となることが多い。 

銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニーについては、貸借対照表上の分類に基づき、支払

利息、優先配当、非支配株主持分に対する分配の適切なウェイトを反映して、損益計算書の調整も

行う。例えば、負債性証券の一部を「株式に類似する」とみなした場合、ムーディーズは支払利息の
応分割合を優先配当に分類変更する。逆に、資本性証券の一部を「債務に類似する」とみなした場

合には、優先配当および非支配株主持分への分配の応分割合を支払利息に分類変更する。 

以下に、ハイブリッド証券に関するムーディーズの調整について説明する。 

貸借対照表（銀行、証券会社、ファイナンス・カンパニー、および保険会社） 

ハイブリッド証券のバスケットを決定するにあたり開示情報が不足している場合には、発行体に直接

情報を求めることもある。もし、調整を行うだけの必要な情報を金融機関から入手できない場合は、
当該証券に対してエクイティクレジットを付与しない。 

                                                                        
6  ハイブリッド証券の調整に際し、銀行以外の金融機関とみなされるのは、証券会社、ファイナンス・カンパニー、および

保険会社である。 
7  ムーディーズの銀行格付手法を参照されたい。事業会社については、ハイブリッド証券へのエクイティクレジットの付与

に関するクロス･セクター格付手法を参照されたい。投機的等級の事業会社については、ハイブリッド証券へのエクイテ

ィクレジットの付与は当該証券の特徴に応じて 100%か 0%となる。この取り扱いは、特に、債務のデフォルトが回避でき

る場合に、ハイブリッド証券の利払いが行われる確実性が（投資適格等級発行体に比べて）低いことを反映している。こ

れらについて、およびセクター格付手法、クロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参

照されたい。 
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金融機関は、幾つかの異なる種類のハイブリッド証券を有することが多く、同一種類でも多数の異な
る証券が発行されることがある。 

ハイブリッド証券とみなされる金額には、資本勘定や負債勘定、あるいは米国会計基準におけるメザ

ニン勘定に含まれるものもある。ムーディーズは、各金融機関の財務諸表の注記や契約書類を検
討する。また、情報源の正確性・整合性を検証すべく、発行体に必要な問い合わせを行うこともある。 

開示情報により可能であれば、上述のバスケット分類手法に基づき、各々のハイブリッド証券につい

て、その一部、あるいは全額について負債または株式として取り扱うべきか決定し、それぞれの負債
または株式としての特徴に対して付与したウエイトに基づいて、各証券を分類する。そして負債および

株式の額を合計した後、その総額を、貸借対照表上で、ハイブリッド負債勘定（ハイブリッドクレジット
の上限 8が適用される場合もある）から株主資本に振り替える。 

損益計算書（銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニー） 

ムーディーズは、貸借対照表上の分類に基づき、支払利息または配当額を反映して損益計算書の
調整を行う。例えば、債務証券の一部を「株式に類似する」とみなした場合には、その割合に相当す

る支払利息を優先証券に分類変更する。逆に、株式証券の一部を「債務に類似する」とみなした場

合には、その割合に相当する優先証券を支払利息に分類変更する。 

なお、エクイティクレジットを算出するに十分な情報が得られない場合には、通常、全ての分配額を

支払利息として取り扱うことになる。 

損益計算書（保険会社） 

保険会社については、カバレッジ・レシオおよびキャッシュフロー・カバレッジ・レシオでは、支払利息と
優先配当を含めた金融費用の収益に対する比率をみる。従って、保険会社のハイブリッド証券につ

いての損益計算書の調整は、現在のところ不要である。 

確定給付年金 

会計報告上の問題点 

確定給付年金制度に基づく費用（あるいは収益）認識については、米国会計基準でも国際会計基

準でも、関連費用の人為的な期間配分を理由として、損益計算書による開示にゆがみが生じる。多
額の損益の繰り延べを可能とすることで、経済価値が毀損しているときにおいても利益が計上される

など、財務報告上の不整合を引き起こすことがある。  

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、損益計算書上、過去勤務債務や数理計算上の差異の償却などの、会計処理上

の期間配分効果を除去したものが年金費用となるよう調整している。各期における勤務費用を、最
も適切で比較可能性の高い中核的な費用として、銀行の償却前利益および保険会社の純利益に

反映させる。銀行については、予測給付債務(PBO)に含まれる利息費用と年金資産の運用収益を、

トレースすべき重要な指標と位置付け、それらを営業外収益/費用に含めてモニターしていく。保険
会社については、利息費用や年金資産の運用収益を利益に含めない。というのは、こうすることによ

って、年金資産の会計と、保険債務に係る資産およびそれと経済的に同様の効果をもつと判断され
る運用業務の会計に不整合が生じるためである。 

年金債務の契約的性質から、ムーディーズは年金負債を「債務に類似した」ものとみる。従って、ム

ーディーズは年金負債を貸借対照表上の債務に分類し、債務関連指標の算出に含める 9。年金信
託間の資産の移管は通常不可能であるため、多くの場合、積み立て不足総額を債務として調整す

る。また、債務の調整が資本に与える影響を軽減するため、繰延税金資産を計上する。将来の税

                                                                        
8  銀行の格付に関する格付手法を参照されたい。銀行以外の金融機関については、ハイブリッド証券に対するエクイティ

クレジットの付与に関するクロス･セクター格付手法を参照されたい。これらについて、およびセクター格付手法、クロス･

セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参照されたい。 
9  ムーディーズは、銀行の分析上、年金の積み立て不足を負債に振り替えるといった標準的調整は行わない。これは、そ

うした調整を行っても、分析上の主要指標に何ら影響を与えないためである。 
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額控除のタイミングおよび金額の不確実性から、ムーディーズは予想される税効果より負債を表示
することを標準的な慣行としている。 

財務諸表の調整方法 （銀行） 

以下に、銀行の確定給付退職後所得制度に関する調整について説明する。 

損益計算書 

ムーディーズは、報告された全ての確定給付年金費用（あるいは収益）に対して調整を加える。 

当期の勤務費用を除き、報告された確定給付年金費用（あるいは収益）の全額を除去する。その当

期の勤務費用を、銀行の償却前利益算出の計算に含める。また、利益の調整では、年金の利息費
用から、年金資産からの実際の運用損益を加減する。 

また法人所得税については適切な税効果を反映した調整を行う。 

財務諸表の調整方法（保険会社） 

以下に、保険会社の確定給付退職後所得制度に関する調整について説明する。 

貸借対照表 

米国会計基準および国際会計基準の下では、企業は年金制度の積立状況を貸借対照表に計上し

なければならない。ムーディーズは、財務諸表上、通常「その他負債」として反映されている年金の
積立不足額（予測給付債務(PBO)から年金資産額を差し引いたもの）を、金融負債に分類変更する

調整を行う。 

ムーディーズは通常、未積立のその他退職後所得（OPEB）債務を負債に類似するとはみなさない
（資金調達の柔軟性や破産法上の取り扱いがその根拠）。従って、これらの債務は「その他負債」と

して計上される（すでにその他負債として計上されている場合はこの限りではない）。 

損益計算書 

ムーディーズは、報告された全ての確定給付年金費用（あるいは収益）に対して調整を加える。 

当期の勤務費用を除き、報告された確定給付年金費用（あるいは収益）の全額を除去する。また、

未積立額に帰属する金融費用を反映させるため、収益を調整する。未積立額にかかる利息費用の
算出に用いる限界借入利子率として、保険会社の保険財務格付に基づく米国の中期社債金利を

用いる。 

法人税額を調整し、税効果が適切に調整されるようにする。 

少数株主の非支配株主持分 

会計報告上の問題点 

少数株主の非支配株主持分（旧少数株主持分）は、国際会計基準上でも、米国会計基準上でも一

般に株主資本の一部として認識されている。しかし、その性質上、少数株主が保有している子会社
レベルでのみ債権者からみた損失吸収能力があるにすぎず、分析対象である親会社の債権者にと

っての損失吸収力はない。 

ムーディーズの分析上の対応 

一般的に、少数株主の非支配株主持分は、分析対象である親会社の債権者にとっての損失吸収

能力はないため、株主資本から除去されるべきであるとムーディーズは考える。 

国際会計基準と米国会計基準では、株主資本の項目として負の金額の非支配株主持分が認識さ
れることがある。これは、子会社レベルで株主資本が負値になっていることを表している。こうした状

況では、分析対象である親会社が子会社レベルの損失をカバーする責任を負う可能性があるため、

少数株主の非支配株主持分は株主資本に残存するとみなす。 
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ムーディーズの財務調整方法 

期末の株主資本に含まれる非支配株主持分が負の金額である場合、財務諸表の調整は行わない。

ムーディーズは、株主資本として認識された正の金額の少数株主の非支配株主持分について以下
のような調整を行う。 

ハイブリッド証券が非支配株主持分に分類されている場合は、上述したハイブリッド証券に対する調

整を適用する。 

貸借対照表 （銀行） 

株主資本に分類されている非支配株主持分を、負債の非支配株主持分勘定に分類変更する。 

貸借対照表 （保険会社） 

株主資本に分類されている、少数株主の非支配株主持分を、貸借対照表のメザニンの項（ムーディ
ーズの指標では資本の一部 10)の非支配株主持分に分類変更する。 

リース 

会計報告上の問題点 

ムーディーズは、リースに関する調整を 2 つのパートに分けて行い、当該発行体のリース会計に基づ
いて、いずれかを適用する 11。 

いずれかの会計基準に基づいている企業については、当該企業が報告するリース債務は、非常に

短期だが重要なリースであるために債務が過小評価されている、あるいは非常に長期だが条件が柔
軟であるために債務が過大評価されている可能性がある点を考慮することがある。ムーディーズは

通常、調整後財務指標に関わらず、こうしたケースを分析において定性的に考慮する。また、非標
準的調整も検討することがある。 

会計報告上の問題点－第 1 部 

このセクションでは、オペレーティング･リースを貸借対照表に計上することを義務付けている会計原
則を採用している発行体に対するアプローチについて述べる 12。キャピタル･リース/ファイナンス･リー

ス 13とオペレーティング･リースの経済的な相違は小さいが、米国会計基準においては、損益計算書

でもキャッシュフロー計算書でも、両者間で異なる計上方法をとる。国際会計基準に基づいて報告
する企業では、全てのリースを、米国会計基準のファイナンス･リースと同様に報告する。その結果、

米国会計基準と国際会計基準に基づいて報告する企業間、およびリース資産の貸手と借手での、
完全な比較可能性が損なわれる。 

リースの計上にあたり、企業はリース負債とリース使用権資産（多くは有形固定資産）を計上し、リー

ス債務は当該企業が各リースについて決定した割引率によって割り引かれる。貸借対照表上の取り

                                                                        
10  ムーディーズの指標上で定義される「資本」には、株主資本、メザニン資本（ここでの調整後の少数株主の非支配株主

持分を含む）、金融債務が含まれる。財務指標において用いられる資本と株主資本の定義の詳細については、保険会

社および銀行の格付手法を参照されたい。 
11 ムーディーズは、保険会社、証券会社、ファイナンス・カンパニーの財務諸表上のリースを調整する。その調整は、これ

らの企業の分析に用いる有利子負債/EBITDA倍率およびその他の指標に影響を与える。銀行の主要信用指標には影

響を与えないため、銀行の財務諸表の調整は行わない。 

12  IASB、FASB のいずれも、オペレーティング･リースの借手である全ての企業に、現在オフバランス処理されているリー

ス取引に対して資産および負債を計上することを求める会計基準を公表した。IASB は 2016 年 1 月に IFRS 第 16 号を

公表した。米国会計基準に基づいて報告を行っている企業については、FASB が 2016 年 2 月に ASU 第 16-02 号「リー

ス（Topic842）」を公表した。 

13  IFRS 第 16 号および ASU 第 2016-02 号「リース（Topic842）」では、かつての「キャピタル･リース」の呼称ではなく「ファイ

ナンス･リース」を用いている。本稿の以下のセクションでは、新会計基準に沿って、「ファイナンス･リース」の呼称を用い

る。 
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扱いは、米国会計基準、国際会計基準とも、ムーディーズの分析上の見方とおおむね一致する 14が、
キャッシュフロー計算書には有形固定資産の取得による支出として反映されない。 

国際会計基準と米国会計基準におけるファイナンス･リースについては、企業は、リース期間にわたり、

損益計算書上では減価償却費および支払利息を計上し、キャッシュフロー計算書ではリース料を利
息相当額部分と債務の元本返済部分に区分して計上する。米国会計基準では、オペレーティング･

リースは、損益計算書上はリース料として、キャッシュフロー計算書上は営業キャッシュフローの支出
項目として報告される。従って、会計基準間での一貫性を確保し、リースを資産の取得と同様とする

ムーディーズの見方を反映する必要がある。 

ムーディーズの分析上の対応－第 1 部 

ムーディーズは、米国会計基準の損益計算書上ではリース債務を負債に分類変更する。国際会計

基準では調整は行わない。 

米国会計基準と国際会計基準の損益計算書上の報告数値の整合性を高め、取引の経済的実態
を反映するため、米国会計基準の損益計算書上では、リース料を、発行体が開示しているリースの

加重平均割引率（リース料を上限とする）を用いた支払利息と、減価償却費に分類変更する。IFRS
第 16 号に基づいて報告を行っている企業の損益計算書には調整を加えない。リースを資産の取得
と同様とするムーディーズの見方を反映し、ムーディーズは有形固定資産の取得に係るキャッシュフ

ローを調整する。キャッシュフロー計算書上では、オペレーティング･リースの減価償却費（営業キャ
ッシュフロー）とリース債務の元本返済部分（財務キャッシュフロー）の両方を、有形固定資産の取得

（投資キャッシュフロー）に分類変更する。 

財務諸表の調整方法－第 1 部 

以下に、リースに対するムーディーズの調整方法の第 1 部の概要を示す。 

IFRS 第 16 号に基づいて報告されたリースの標準的調整 

貸借対照表  調整なし 

損益計算書  調整なし 

キャッシュフロー計算書 15  リース債務の元本返済部分を、財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類
変更 

 

米国会計基準（ASU 第 16-02 号）に基づいて報告されたリースの標準的調整 

貸借対照表  リース負債を債務に分類変更  

損益計算書  次の算定式に基づき、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更  

» リースに係る支払利息 = リース負債 X 開示された加重平均割引率（リース料を上

限とする） 

» リースに係る減価償却費 = リース料-リースに係る支払利息 

キャッシュフロー計算書 16  リースに係る減価償却費を営業キャッシュフローから投資キャッシュフローに分類変更。
また、リース債務の元本返済部分を財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に
分類変更。 

 

                                                                        
14  米国会計基準では、オペレーティング･リースを貸借対照表上の負債とは別に区分して計上することを求めている。その

ため、負債から債務への分類変更が必要となる。その点は、ムーディーズの財務諸表調整のセクションで説明している

通りである。 

15  ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整は

ムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主

要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。 
16  ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整は

ムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主

要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。 
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会計報告上の問題点－第 2 部 

このセクションでは、貸借対照表上にオペレーティング･リースを計上しない発行体に対するアプロー

チについて述べる 17。この調整方法を適用する企業の会計基準は通常、ファイナンス･リースとオペレ
ーティング･リースを区分しており、両者の会計上の取り扱い方法は非常に異なっている。会計基準

では、ファイナンス・リースを、長期にわたり資産の所有権を取得し債務を発生させるものとみている。
リース期間中、企業は資産計上したリース資産の所有権を減価償却し、リース料は利息相当額部

分と債務の元本返済部分に区分される。 

一方、会計基準では、オペレーティング・リースを、通常、オフバランスの未履行契約とみなし、使用
期間に応じて費用計上する。すなわち、企業はオペレーティング・リースを負債として認識せず、リー

ス料を損益計算書上のリース料、キャッシュフロー計算書上の営業キャッシュフローの支出項目とし

て計上する。 

こうした会計基準では、線引きルールを設けてファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分
している。その結果、ファイナンス･リースとオペレーティング･リースの経済的差異がほとんどなくても、

企業は異なる会計処理の対象となるよう取引の仕組みを検討することがある。それによって、類似し
た経済取引について異なる方法で会計処理を行っている企業間、およびリース資産の貸手と借手の

間での比較可能性が損なわれる。 

ムーディーズの分析上の対応-第 2 部 

ムーディーズがオペレーティング・リースを資産として扱う主な理由は、リースには企業の借入能力を

低下させる負債に似た性質があると考えているからである。リースは将来の現金支出を発生させる
契約責任であり、契約で定められた支払を履行できなければ、最終的にデフォルトにつながるマイナ

スの影響が生じる可能性がある。リース・ファイナンスという選択肢がなければ企業は通常、資産購

入のために資金を借り入れる。 

ムーディーズのアプローチは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の調整を伴う。貸

借対照表では現在価値の概念を重視している。最低支払リース料の現在価値は、発行体の法的債

務の推定額を反映する。ムーディーズによる債務の調整（資産に対する同等の調整を伴う）では、リ
ース債務の推定現在価値を用いる。ただし、推定価値の算出が不正確であることにより失われる比

較可能性を高めるために、推定現在価値に上限と下限を設ける。その下限は、契約期間が非常に
短いが、当該資産が事業上継続的に必要なために更新されるリース契約を有する企業の経済的債

務が、現在価値において大幅に過小評価される可能性があることも反映する。 

また、契約期間が非常に長期のリースの経済的債務が、現在価値において過大評価される可能性
もあるとムーディーズは考えている。これは、長期のリースはしばしば、明示的な解約条項等の条項

を付帯しており、実際に全額支払いに満たない時点で解約されることも多いためである。従って、ム

ーディーズは、年間支払リース料の 10 倍を上限としてリース債務を調整する。 

損益計算書では、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更することにより、債務の調整に支払

利息をマッチさせる。このアプローチは、ファイナンス･リースの会計上の取り扱いに類似している。ム

ーディーズは、オペレーティング･リース債務の調整額に、各発行体の格付に基づく理論上の平均借
入コストを表す金利を乗じる。残りのリース料は減価償却費に配分する。キャッシュフロー計算書では、

ムーディーズは、リースに係る減価償却費を、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローの有形
固定資産の取得に分類変更する。 

ムーディーズの財務調整方法－第 2 部 

 
ムーディーズは、次の金額のいずれか大きい方を、貸借対照表の負債と固定資産に加算する。 

1. 最低支払リース料の現在価値（年間支払リース料の 10 倍を上限とする）、または 

2. 年間支払リース料にセクター係数を乗じた金額 

                                                                        
17 具体的には、この取り扱いは、国際会計基準に基づいて報告を行うが IFRS 第 16 号を適用していない発行体、米国会計

基準に基づいて報告を行うが ASU 第 16-02 号を適用していない発行体、またはその他同様の発行体に適用される。 
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最低支払リース料の現在価値 

最低支払リース料の現在価値は、企業の財務諸表注記で開示されている最低支払リース料を、発

行体の格付に基づいて推定される中期金利で割り引いて算出する。ムーディーズは、ある格付カテ

ゴリーに適用される金利は地域により異なり、同一地域内でも発行体によって借入コストは異なること
を認識している。しかし、これらの差異は時間の経過とともに変化するため、共通の利率とアプローチ

を用いることが、比較可能性を向上させるグローバルな一貫性を備えた調整を行うための透明性の
高い調整方法であるとムーディーズは考えている。 

ほとんどの国・地域の一般会計原則では 5 年を超える最低支払リース料を区別して開示する必要が

ないため、このようなケースでは、5 年目の最低支払リース料の金額がその後も変わらないと想定し
て、5 年後以降の最低支払リース料を割り引く。この想定では、非常に長期のリース契約を有する発

行体の現在価値が過大評価される可能性があるが、開示財務諸表上の詳細が不十分であることか

ら、グローバルな比較可能性のある分析上の調整を行う妥当な方法であるとムーディーズは考えて
いる。10 倍の上限を設けたのは、非常に長期のリース契約に関する課題への、もうひとつの対処方

法である。 

セクター係数と年間支払リース料 

セクター係数は、セクターの推定現在価値係数（各発行体の最低支払リース料の現在価値を年間

支払リース料で除して算出）の中央値に近似する水準に設定する。使用するセクター係数は次のと

おりである。 

セクター 係数 

ファイナンス・カンパニー 3 

保険会社 4 

証券会社 5 

 
年間支払リース料が開示されていない場合、1 年以内の未経過支払リース料（財務諸表注記で開
示されている）を用いる。 

非常に稀な事例だが、発行体が十分に特有の特徴をもつ場合、ムーディーズは非標準的な係数ま

たは上限を用いることがある。リース料に対する調整は稀な事例になるとみられる。 

年間リース料が開示されていない場合、ムーディーズは通常、リース料に代わり翌年の最低支払リ
ース料（財務諸表の脚注に開示）を用いる。 

以下に、オペレーティング･リースの資本化に関するムーディーズの調整の第 2 部の概要を示す。 

オペレーティング･リースの標準的調整 

貸借対照表 (i) 最低支払リース料の現在価値（年間支払リース料の10倍を上限とする）または(ii) 
年間支払リース料にセクター係数を乗じた金額のいずれか大きい方を、貸借対照表の
負債と固定資産に加算する。 

損益計算書 次の算定式を用いて、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更する。 

» リースに係る支払利息= リース債務に発行体の格付に基づく中期金利を乗じて算出

（リース料を上限とする） 

» リースに係る減価償却費 = リース料－リースに係る支払利息 

キャッシュフロー計

算書18 

リースに係る減価償却費を、営業キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類変更

する。 

                                                                        
18  ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整は

ムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主

要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。 
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銀行のみに適用される標準的調整 

自行の信用力の変化に影響を受ける債務の公正価値 

会計報告上の問題点 

米国会計基準および国際会計基準では、企業は個々の商品ベースで、金融資産および金融負債
を公正価値で計測するという選択ができる。そして、各会計期間における公正価値の増減は、該当

する期のその他の包括利益（OCI）として認識される 19。 

自社の債務を公正価値で計測する選択肢をとった企業は、計測時に、自らの信用力についての市
場の見方を考慮しなければならない。信用力が大幅に低下した企業は、信用スプレッドの拡大により

公正価値が低下しているとみられる。 

銀行の信用力に対する市場の見方の低下は、有形普通株主資本（TCE）の上昇につながる。逆の場
合、銀行の信用力に対する市場の見方の向上は TCE の低下につながる。こうした会計上の効果は、

直感に反し、銀行の信用力についてのムーディーズの見方を反映していない。 

ムーディーズの分析上の対応 

銀行の信用力に対する市場の見方の悪化（改善）に伴い、TCE が増加（減少）することは、報告上の

財務指標のミスリードにつながる。ムーディーズは、こうした歪みの影響を正す調整を行う。 

ムーディーズの財務調整方法 

ムーディーズは、銀行の自行債務の公正価値について以下のような調整を行う。 

貸借対照表 

銀行の信用力の変化が債務の公正価値に与える累積的な影響を調整する（取り除く）。 

ここでは、自行の信用力の変化以外の要因に起因する公正価値への影響についての調整は行わな
い。米国会計基準および国際会計基準では、この点について財務諸表での具体的な開示要件を定

めている。自行の信用力に起因する影響とその他の影響を具体的に区分した開示がない場合は、

公正価値の変化の全額について調整を行う。 

デリバティブ資産・負債の貸借対照表上のネッティング 

会計報告上の問題点 

同一のカウンターパーティとの間のデリバティブ資産・負債の相殺（貸借対照表上にネットの金額を

計上する）に関する会計基準は、米国会計基準と国際会計基準の間で最も大きな表示上の差を生
じさせるものである。米国会計基準に基づいて報告を行う銀行は、国際会計基準にはない会計処理

の選択肢をとっていることが多い。すなわち、国際会計基準に基づいて報告を行っている銀行に比
べて、法的効力のあるマスターネッティング契約に基づいたポジションについて、ネットベースで表示

可能である対象がはるかに広い。  

会計基準の相違から、特に大規模な資本市場業務を展開している企業においては、総資産および
総負債の報告額に非常に大きな差が生じうる。これがレバレッジ比率の比較可能性に影響を与える。 

                                                                        
19 米国会計基準を適用する非公開企業は、2019 年度の財務諸表まで、こうした純利益の変化の計上方法を引き続き認

められる。こうした企業について、ムーディーズは、銀行の信用力に対する市場の見方の変化が、当期純利益に認識さ

れる自行債務の公正価値に与える影響を調整する。ムーディーズは、税効果の影響がムーディーズによる調整に適切

に反映されるようにする。こうした損益計算書への調整は、純利益に自行債務の公正価値の変化が認識される銀行の

みに適用される。自行債務の公正価値の変化がその他包括利益に認識される銀行については、調整を行わない。 
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ムーディーズの分析上の対応 

米国会計基準のアプローチは、銀行がそのポジジョンに伴うリスクを実務上、どのように管理している

かをより適切に表示するとムーディーズは考える。通常、マスターネッティング契約（期限に関わらず）
の下で、日々のポジションが値洗いされ、必要に応じて担保資産の差し入れが行われている。 

ムーディーズの財務調整方法 

法的効力のあるマスターネッティング契約に基づきネッティングが認められるデリバティブ資産・負債
の額が貸借対照表上にグロスベースで表示されている場合には、それに伴う担保資産も含めてネッ

ティングする。（ムーディーズの調整の度合いは、米国会計基準に基づいて報告を行う企業より国際
会計基準に基づいて報告を行う企業のほうが概して大きくなるが、その調整は両者の比較可能性を

高めるためのものである。）  

一部の繰延税金資産の分類変更 20 

会計報告上の問題点 

繰延税金資産・負債が貸借対照表に計上されるのは、会計報告と税務報告の間で資産と負債の簿

価に一時的な相違が生じる場合である。例えば、銀行が貸倒損失引当金を計上する場合、税務報

告上の正味貸出の簿価は通常、貸借対照表上の簿価より大きくなる。これは、貸倒損失を税務上
の損金に算入できるのは実際に損失が発生した時点であるため、貸借対照表への計上より遅くなる

からである。このようなケースで、銀行は繰延税金資産を財務諸表に計上する。この繰延税金資産
は、将来、貸倒損失を引き当て済みの貸出を償却した際に、課税対象利益が減少することにより実

現する可能性のある節税効果を表している。 

繰延税金資産は、銀行が税務上の損失を計上する際にも発生する。通常、税務上の損失は繰り越
され、将来の課税対象利益との相殺に用いられる。こうした税効果の推定額が繰延税金資産として

銀行の貸借対照表に計上される。同様に、未使用の税額控除も繰延税金資産として繰延べられる。 

ムーディーズが算出する TCE の指標は、銀行の自己資本比率の評価に用いる重要な投入値である。
銀行の貸借対照表に計上された繰延税金資産は、報告税引き後純損失を減額する（あるいは、税

引き後純利益を増額する）。その結果、繰延税金資産は利益剰余金を増額し、それらは TCE に算入

される。繰延税金資産は将来の支払い税額を削減するという意味では銀行にとって有益であるが、
ムーディーズは、会計報告上の繰延税金資産は無形資産とさほど変わらず、資産として比較的低い

価値しかないとみているため、特にストレス時においては、TCE の指標を構成する他の要素に比べ、
資本としての価値は低いと考えている。 

具体的には、ムーディーズは繰延税金資産の質について次の点を懸念している。 

» 繰延税金資産が実現するかどうかは、将来の事由、取引、収益水準に左右されることが多く、

そうした要因は不確実性を伴い、達成までに長期間を要したり、発生しない場合もある。 

» 繰延税金資産の認識は、非常に主観的な想定に基づいた回収可能性の分析に影響される。

繰延税金資産の評価引当金の計上と繰り戻しは、報告株主資本と規制上の自己資本の指標

を突然かつ大幅に変動させ、銀行に対する信認の急速な悪化をもたらす可能性がある。 

» 繰延税金資産の会計報告上の金額は、全額が使用されるまでに要する期間の長さ（場合によ

っては 10-15 年以上）を考慮した割引がなされていない。 

» 銀行は繰延税金資産の価値を完全に実現するために、例えば収益性の高い事業部門や投資

の売却といった様々な税務計画上の措置にコミットしなくてはならない可能性がある。 

バーゼル III 銀行自己資本規制の枠組みは、銀行の中核的資本の指標である普通株式等 Tier 1
（CET1）資本比率に算入できる繰延税金資産の金額に制限を設けている。将来の収益に依存する

繰延税金資産は全額を CET1 資本から控除しなくてはならず、残りの繰延税金資産も CET1 資本の

                                                                        
20  この標準的調整は銀行のみに適用し、証券会社とファイナンス・カンパニーには適用しない。TCE/リスクアセット指標の

算出において繰延税金資産をこのように取り扱うのは、ムーディーズの銀行格付手法に限られるためである。TCE の算

出における繰延税金資産の考慮に関する詳細な議論については、銀行格付手法を参照されたい。本セクターおよび他

のセクターの格付手法およびクロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参照されたい。 
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10%までしか算入できない。また、市場参加者は銀行の自己資本比率を自身で評価する際に繰延
税金資産の価値を割り引くことが多く、それによって繰延税金資産が自己資本に占める割合が高い

銀行に対する外部圧力が増大する可能性がある。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは繰延税金資産を質の低い資産とみており、銀行の破綻処理において意味のある価

値を持つかどうかは疑わしいと考えている。そのため、ムーディーズの銀行格付手法は、TCE に算入
する繰延税金資産の上限を TCE 全体の 10%としている（TCE 算入上限）。 

一部の政府は、銀行の幾つかのタイプの繰延税金資産を、銀行の損失計上や清算手続きの際に政

府から直接払い戻しを受けることのできる「政府に対する請求権」に転換することを認めていることを
ムーディーズは認識している。法制でそれが認められている国の銀行は、幾つかのタイプの繰延税

金資産を全額バーゼル III の CET1 資本に算入することができる。繰延税金資産を政府に対する請求

権に転換できない場合、バーゼル III の下では繰延税金資産の CET1 への算入は厳しく制限される。 

繰延税金資産を政府への請求権に転換できれば、損失発生あるいは清算シナリオにおける繰延税

金資産の価値は高まるとムーディーズは考えている。これは、規制上の自己資本比率に余裕が生ま

れ、請求権に転換できない場合に比べそれらの繰延税金資産の価値を適切なタイミングで利用で
きるからである。そのため、ムーディーズは各国の法制を考慮し、政府への請求権に転換可能な繰

延税金資産の金額に TCE 算入上限を全面的に適用することはしない。 

ムーディーズは、次の基準を全て満たす繰延税金資産（ムーディーズの適格繰延税金資産）の一
部または全額を、TCE 算入上限の適用対象から除外する。 

» 政府からの現金還付または売却可能な政府証券の受領という形式で直接請求できる権利に転

換することができる。 

» 政府への請求権に転換できるかどうかは、銀行の将来の収益性や、銀行の破産あるいは清算

手続きの実施によって左右されない。 

» 政府への請求権に関する法的枠組みが明確に規定されている。 

» 政府への請求権に転換できる繰延税金資産の金額が財務諸表または規制当局への提出文書

で開示されている。 

» ムーディーズが B2 を上回る自国通貨建てシニア無担保債務格付を当該国に付与している。 

ムーディーズの財務調整方法 

ムーディーズは、次に説明する方法を用いて貸借対照表を調整することにより、政府に対する請求

権に転換され、現金還付あるいは売却可能な政府証券の受領という形式で払い戻される可能性が
十分にあるとムーディーズが考える適格繰延税金資産の金額を TCE 算入上限の適用対象から除外

する。 

ステップ 1: ムーディーズは、銀行の財務諸表または規制当局への提出文書記載の開示情報と当該
国の法制に基づき、政府への請求権に転換可能な繰延税金資産の金額を特定する。次に、その適

格繰延税金資産が上で規定したムーディーズの基準を満たしているかどうかを判断する。 

ステップ 2: 政府への請求権に転換でき、現金還付または売却可能な政府証券の受領という形式で
実現する可能性が十分にあるとムーディーズが考える、ムーディーズの適格繰延税金資産に相当

する金額を算出する。 

国内法で規定された比率によってムーディーズの適格繰延税金資産の転換や実現が制限される国、
あるいは転換および実現までに 5 年より長い期間を要する国 21では、次の計算式を適用する。この計

                                                                        
21  一部の国・地域では、適格繰延税金資産が現金還付または売却可能政府証券の形式で実現するかどうかは、計算式

に依存しており（銀行の報告損失の株主資本に対する比率など）、実現に長期を要する場合がある。 
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算式では、銀行の CET１資本比率 22が「実質破綻」とされる比率（5.125%）23に近付くほど、TCE 算入
上限から除外されるムーディーズの適格繰延税金資産の金額に対する制約が大きくなる。 

(1 - 5.125%/報告 CET 1 資本比率) x ステップ 1 で算出したムーディーズの適格繰延税金資産の金額 

ムーディーズの適格繰延税金資産が 5 年以内に転換されて実現し、その金額が国内法で規定され

た比率の制約を受けない国では、ステップ 1 で算出したムーディーズの適格繰延税金資産の全額を
TCE 算入上限から除外する。 

ステップ 3: ステップ 2 で算出した TCE 算入上限から除外されるムーディーズの適格繰延税金資産

の金額を、貸借対照表の繰延税金資産の項目から控除し、貸借対照表の「その他資産」の項目に
分類変更する。繰延税金資産の項目に残存する金額は、ムーディーズの銀行格付手法に基づく

TCE の算出において、TCE 算入上限の適用を受ける。 

損金算入可能なのれんとその他無形資産に係る繰延税金負債 

会計報告上の問題点 

損金算入可能で税務上償却されるのれんに起因する節税効果は、米国会計基準でも国際会計基

準でも認識されない。のれんの損金算入を行った場合、会計上は、法人税の節税額に相当する金
額について、各期において貸借対照表上の繰延税金負債に計上することが求められる。 

そうした法人税の節減は、事業結合が課税取引である場合に発生する。そうした場合には、のれん

は通常、損金算入が可能である。例えば、米国では損金算入可能なのれんは税務上、15 年で償却
される。これによって支払税額が減少するため、各年に経済的利益が生じる。しかし、その経済的利

益は繰延税金負債として累積するため、各行の資本額に反映されるわけではない。 

ムーディーズの分析上の対応 

財務報告上は、のれんの損金算入による節税分はそれと同額の繰延税金負債を計上することによ

って相殺される。そのため、繰延税金負債は償却に伴って毎年増額することになる。従って、財務報
告上は、支払税額の減少に起因する経済的利益を本質的に考慮していない。 

また、繰延税金負債は、事業結合で取得したその他無形資産からも発生する。ムーディーズでは、

TCE を計算する際、のれんとその他無形資産を控除する（これらの価値は変動しやすく、清算時には、

しばしば無価値化するため）。そのため、関連する繰延税金負債もまた控除することになる。 

ムーディーズの調整では、まず損金算入可能なのれんとその他無形資産に起因する繰延税金負債

を、それぞれ対応する無形資産残高から控除する。その後の残高のみを株主資本から控除して

TCE を算出する。 

この調整は銀行にとってプラスとなるため、対応すべき繰延税金負債が開示財務諸表に明確に記

載されている場合にのみ行う。 

ムーディーズの財務調整方法 

損金算入可能なのれん、ならびに事業結合から発生するその他無形資産に起因する繰延税金負
債額を、それぞれ対応する資産簿価と貸借対照表上で相殺する。 

                                                                        
22  銀行が CET 1 資本比率を報告していない場合、資本比率として（TCE 算入上限考慮前の TCE － ムーディーズの適格繰

延税金資産）/ リスクアセットを用いる。 
23  ムーディーズは、銀行が破綻した時点を表す基準として 5.125%を用いる。この水準は、バーゼル III 自己資本規制にお

いて銀行が「実質破綻」した時点とみなされる CET 1 資本比率と一致しており、ムーディーズが銀行格付手法に基づいて

コンティンジェント・キャピタル証券を格付する際に、実質破綻時を判断する基準として用いる自己資本水準とも一致し

ている。この格付手法、他のセクター格付手法、およびクロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リ

サーチ」のセクションを参照されたい。 
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少数株主の非支配株主持分に帰属するのれんとその他無形資産 

会計報告上の問題点 

部分買収（非買収企業の支配持分の 100%未満の買収）では、非支配株主持分は、取得された無
形資産の一部または全部 24に帰属する価値に含まれる。ムーディーズは TCE を算出する際に株主

資本から無形資産を控除し、また別途、非支配株主持分を株主資本から控除するため、調整を行

わなければ無形資産の非支配株主持分を実質的に二度控除していることになる。そのため、調整が
行われなければ、TCE の適切な算出値より低くなる。 

ムーディーズの分析上の対応 

TCE を適切に算出するため、のれんの報告価値およびその他の無形資産からの非支配株主持分の
控除については調整が必要である。 

ムーディーズの財務調整方法 

非支配株主持分に帰属するのれんとその他無形資産の額が財務諸表の脚注に明確に開示されて
いる、または合理的に判断できる場合、ムーディーズはその額を、報告されている非支配株主持分

と相殺する調整を貸借対照表で行う。調整後貸借対照表では、のれんとその他無形資産、および
非支配株主持分の双方が減少する。 

ソブリン債務証券のリスクウェイト 25 

会計報告上の問題点 

バーゼル II の枠組みの下での標準的手法では、ソブリンの信用力に応じて、銀行が適用するソブリン
債務に適用されるリスクウェイトが定められている。しかし、バーゼル II の枠組みで認められているよう

に、一部の国・地域の規制当局は、自国および他の一部の国が発行するソブリン債務証券について

は、より低いリスクウェイトの適用を認めている。こうした適用により、異なる国・地域の銀行間でのリス
クアセットの比較可能性の低下と、銀行の投資ポートフォリオにおけるリスクの過小評価につながって

いる。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、銀行が投資するソブリン債務証券のリスクウェイトが、バーゼル II の標準的な枠組み

で求められている水準より低い場合には、それを引き上げる調整を行う。 

ソブリン債務証券に適用されるリスクウェイトに関する規制当局の裁量は、リスクアセットのグローバル
な一貫性および比較可能性に関わる最も重要な問題のひとつである。その他にも、比較可能性を低

下させるような規制上の慣行、銀行固有の慣行は多数あるが、開示情報が限定的である場合や、
算出が複雑である場合には、それらに対する標準的調整はおおよそ困難となる。ただし、国・地域の

規制当局の容認や特定の銀行の慣行がグローバル比較でどのような差異を生じるのか判別できる
場合には、リスクアセットについてアナリストが任意で調整を行う場合もある。 

ムーディーズの財務調整方法 

ムーディーズは財務諸表自体は調整せず、ムーディーズの主要指標の入力項目であるリスクアセッ

トを調整する。調整では、銀行の投資対象についての報告リスクアセットを変更し、次の表の通り、バ
ーゼル II 基準のリスクウェイトを適用して算出したリスクアセットに置き換える。 

                                                                        
24  米国会計基準では、のれんを含む全ての無形資産の価値に非支配株主持分が含まれている。この取り扱いは国際会

計基準でも適用されることがある。ただし、国際会計基準では、非支配株主持分が、のれん以外の全ての無形資産に

含まれる会計上の取り扱いを認めている。  
25 この標準的調整は銀行のみに適用し、証券会社や保険会社には適用しない。 
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バーゼル II 標準的リスクウェイト－保有ソブリン債務 
Aa 以上 0%  

A  20%  

Baa  50%  

Ba  100%  

B  100%  

Caa 以下 150%  

格付なし  100%  

 
銀行が、標準的アプローチではなく、（国・地域の規制当局の裁量による引き下げもなく）ソブリンエク

スポージャーのリスクウェイトについて適切な内部格付(IRB)モデルを用いている場合には、調整の必
要はない。 

保険会社のみに適用される標準的調整 

オペレーティング・デット 

会計報告上の問題点 

ムーディーズは、オペレーティング・デットは金融負債よりはるかにレバレッジが効くと考えており、金融

負債（財務レバレッジおよびトータルレバレッジの分子に含まれる）とオペレーティング・デット（トータル

レバレッジの分子に含まれる）を区分している。オペレーティング・デットの例としては、利差益を得る
ための事業に係る投資資金や、豊富な法定準備金を支えるための担保資金を確保するための資金

調達があげられる。 

オペレーティング・デットは企業の資本構成の一部とはみなされず独立しており（それに対応する資
産がある）、平易に現金化でき（資産と負債が適切にマッチしている）、返済は必ずしも企業の他の資

源によらない。会計基準では金融負債とオペレーティング・デットを区分しておらず、全ての債務を財
務諸表上の 1 つないし 2 つの勘定科目（長期債務、短期債務）に統合している。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、オペレーティング・デットは保険会社の資本基盤に対してレバレッジ効果を与えず、
独立していると考えており、オペレーティング・デットを財務レバレッジ指標の分子から除去して財務

諸表を調整する。また、オペレーティング・デットに係る資本を、財務レバレッジ指標の分母から除去

することによって調整することもある。指標からのオペレーティング・デットの除去については、未調整
ベースでトータルレバレッジ比率の 10 パーセントの「上限」が設けられている。すなわち、他の調整を

除き、企業の財務レバレッジ指標（オペレーティング・デットと関連する資本を除去したもの）は、トータ
ルレバレッジ指標（オペレーティング・デットおよび金融負債を含む）より 10 ポイント以上低くならない。

その場合、オペレーティング・デットの調整は、上限を超えない最大額を限度に制限される。 

ムーディーズの財務調整方法 

貸借対照表 

リコース・オペレーティング・デット：ムーディーズの調整では、財務レバレッジでは考慮されないがト

ータルレバレッジに含まれるオペレーティング・デットを区分するため、（通常の財務諸表に含まれる）
オペレーティング・デットとみなされるものを金融負債と区別する。 

また、発行体の資本の一部がオペレーティング・デットを支えているとアナリストが判断した場合、アナ

リストは、当該資本を restricted equity 勘定（財務レバレッジの分母には含まれずトータルレバレッジに
は含まれる）に振り替える調整を行う。 

ノンリコース・オペレーティング・デット：ムーディーズは、ノンリコース債務を、財務レバレッジにもトー

タルレバレッジにも含まれない勘定に振り替える。ムーディーズが、会計報告上の資本の一部がノン
リコース債務を支えていると判断した場合、その金額を restricted equity 勘定（財務レバレッジにもトー

タルレバレッジにも含まれない）に振り替える調整を行う。  
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損益計算書 

営業債務に係る利息が判別可能であれば、その支払利息を、ムーディーズの収益カバレッジおよび

キャッシュフローカバレッジに含まれない特定のオペレーティング・デット利息勘定に振り分ける。 

非標準的調整 

標準的調整に加えて、ムーディーズは、根底にある経済的実態をより良く反映し、また、他社との比

較可能性を高めるために、財務諸表に非標準的な調整を加えることがある。非標準的調整には、分

席上の判断が大幅に含まれる傾向がある。例えば、信用分析を行うにあたり、より適切と考えられる
推定または仮定を反映すべく財務諸表の調整を行う場合などである。また、各国の会計基準の差

異、または国・地域における国際会計基準の解釈の差異が存在することが、信用分析に影響を与え
る場合にも、非標準的な調整を施すことがある。 

ムーディーズは、開示情報または非開示情報に基づいて調整を行う。非開示情報は格付において

考慮することがあるが、公表は開示情報として入手可能な情報のみに限定する。本稿に示す非標
準的調整の例は以下の通りである。 

» 非経常的・一時的な項目（銀行および保険会社） 

» 認識されていない配当債務（銀行） 

» 保険業務を行う銀行（銀行） 

» 問題債権および貸倒引当金（銀行） 

» オフバランス取引（銀行） 

» リスクアセット（RWA）（銀行） 

» 債務以外の負債の公正価値（保険会社） 

» 会計基準固有の調整（保険会社） 

» 法定会計処理の調整（保険会社） 

» 分類変更調整（保険会社） 

銀行および保険会社:非経常的・一時的な項目 

非経常的・一時的な項目の効果により、財務データの主要トレンドについて誤った印象を与える可能

性がある。例えば、非経常的で大規模な一時的取引を分離して検討しなければ、銀行の市場シェア、
純利益、有形普通株主資本のトレンドについて誤った印象を与える可能性がある。 

通常、ムーディーズは、非経常的および一時的な取引および事象を、MD&A（経営者による財政状

態及び経営成績の検討と分析）を含む開示情報から把握する。また、こうした種類の取引について
経営陣と議論し、その重要な項目をムーディーズが把握し、効果を適切に定量化できているのかを

確認している。なお、ムーディーズが算出する主要財務指標では通常、特定された非経常的および

一時的な取引の影響が除去されている。 

ムーディーズは損益計算書を調整し、非経常的・一時的な所得、費用、損益の影響を純利益の下

の特別損益項目に分類変更する。主要指標の算出には、特別損益項目は含まれない。 

貸借対照表については、非経常的・一時的な項目が分析において重要、かつその影響が一時的で
ある場合にのみ調整する（例えば、大規模な非継続事業資産を総資産から除去する）。 

銀行:未認識の配当債務 

一部の国・地域では、株主への配当は、その支払債務が発生した時点ではなく、支払時点ではじめ

て認識される。そうした支払債務は通常、配当の公表または承認時に発生する。そうした場合、ムー
ディーズによる調整では、銀行に支払債務が発生した時点で認識する。 
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銀行:保険業務を行っている銀行 

保険業務を行っている銀行は、その業務を損益計算書上、次の 2 つの方法のいずれかによって報

告している。一つは、営業利益の一部として総保険料収入を表示し、保険業務に係る費用を営業費
用の一部とする方法である。もう一つは、これらの項目を別々ではなくネットして営業利益より下の一

項目として表示する方法である。このような表示方法の違いは、効率性（事業比率）指標の大きな差
異につながる可能性がある。そこで、銀行が前者の「グロス」ベースで大規模な保険業務の報告を行

っている場合には、ムーディーズは保険業務費用と保険料収入を相殺する調整を行う。この調整に

よって効率性指標の比較可能性が高まる。 

銀行:問題債権および貸倒引当金 

問題債権は銀行の資産の質にかかる主要指標の一つである。 

財務会計上および規制上の評価・開示方法が一貫していないため、問題債権を定義することは困

難である。ムーディーズは、十分な情報がある場合には、米国における問題債権の測定方法に合わ
せる形で問題債権を算出する。それが、ムーディーズの信用指標を最適な形で算出する方法と考

えている。ムーディーズは、以下の全項目の合計を米国における問題債権としている。 

» 破綻先債権額・延滞債権額(Nonaccrual loans)26 

» 3 ヵ月以上延滞債権額(Loan past due 90 days or more but still accruing interest) 

» 貸出条件緩和債権額(Restructured loan and leases) 

一般的に、国際会計基準に基づき報告を行っている金融機関については、ムーディーズは、「毀損

債権(Impaired Loans)」を問題債権の最も適切な指標と考えている。国際会計基準においては、以下
を満たすものが毀損債権とみなされる。 

» 毀損（すなわち損失事象(loss event))の客観的な証拠があり、かつ 

» その損失事象が、債権からの将来キャッシュフローの推定値に影響を与える。 

損失事象(loss event)には次のものが含まれる。 

» 発行体または債務者の深刻な財務難 

» 利息または元本の不払いまたは遅延などの、契約条項への抵触 

» 財務難に陥った借り手に対する貸し手からの経済的支援の提供 

» 借り手が破綻またはその他の債務再編に陥る可能性の上昇 

» 債権からの将来キャッシュフローの予測値が減少することが示唆される明白なデータの 
存在 

国際会計基準では、その適用の柔軟性から、十分に開示されていない前提に基づく報告もあるなど、

比較可能性の面で問題を生じさせることがある。そして、このことは規制上の要請の差異によってさら
に複雑になりうる。そうした場合、規制上要請されている開示内容には、国際会計基準に基づく財務

諸表上の「毀損債権」としての開示内容よりも、米国での問題債権の定義により直接的に比較可能
な情報が開示されることがある。そのような場合には、国際会計基準よりも、規制上の開示を使用す

ることがある。 

また、一部の国の特定の慣習についても考慮する必要がある。例えば、フランスおよびその他の一部
の国の銀行では、債権を償却した場合には、当該債権を回収する法的権利が消滅してしまうことか

ら、帳簿上の債権を長期にわたって維持しておく傾向がある。また、米国会計基準や国際会計基準
を適用していない銀行についても、問題債権の報告額について、他の地域の銀行の数値との比較

可能性が低くなる場合がある。米国の規制上の定義に基づいていない、または、国際会計基準の定

義を適切に反映していない銀行の問題債権の開示額については調整を検討することもある。 

                                                                        
26  米国会計基準では、破綻先債権・延滞債権を、元利金の全額の支払いが見込まれない場合、債務者の財務状態悪化

により収入を現金主義で認識する場合、債権に十分な担保が付されかつ回収途上にあるという状況になく元利金が 90
日以上延滞している場合（この場合は「90 日以上延滞・未払債権」に分類される）と定義している。 
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資産の質を示す指標とされる問題債権比率を調整することに加え、ムーディーズは、貸借対照表上
の貸倒引当金、および損益計算書上の貸倒引当金繰入額についても調整することがある。また、債

権が毀損していると考えられる場合、受取利息の認識額を見直すことがある。こうした状況下におい
ては、銀行が受け取る金額は元本返済とみなすほうがより適切であろう。例えば、建設業向け債権

には、建設業者向けの現金準備金が含まれることがあり、建設業者の資金が払底した場合に、銀行
の利息を「支払う」最後のとりでとして使用されることがある。その場合、債権は通常、毀損されており、

銀行は利息はもとより、貸し出した元本に対する完全なリターンを最終的に受け取れない可能性が

ある。 

銀行:オフバランスの仕組み 

証券化商品発行体、およびその他の連結されていないオフバランス取引に起因する潜在的な影響

およびその重要性の評価には、本質的な難しさがある。この問題は、開示財務報告に制約があった
り、連結や分析のレベルが異なったり、開示が不明瞭で、その解釈が困難であったりすることによって

さらに複雑化している。 

ムーディーズは、それが適切と認められる場合には、オフバランス取引の全面的あるいは部分的な
連結を選択する場合がある。これは各銀行の状況に基づいて判断され、分析上の高度な判断に基

づくケースバイケースの措置である。この分析において考慮する事項には、銀行とオフバランスビーク
ルとの契約関係の性質、当該ビークルによる資金調達が銀行のコア業務であるか否か、銀行が当

該ビークルにサポートを提供する可能性、ビークルのデフォルトが銀行の市場へのアクセスまたレピュ

テーションに与える影響が含まれる。 

なお、オフバランスのエクスポージャーを連結する会計処理は複雑なことが多く、分析上の高度な判

断が必要となることが多い。 

銀行：リスクアセット（RWA）27 

ソブリン債務証券のリスクウエイトに関する標準的調整で説明したように、リスクアセットについては多
様な規制上の算出方法や銀行固有の算出方法が存在するために、銀行間の比較可能性が損なわ

れることがある。開示上の制約や、算出の本質的な複雑性は通常、標準的調整を阻む要因となる

ため、一部の事例では非標準的調整を行うことがある。とりわけ、国・地域の規制上の取り扱いや、
銀行の慣行により、グローバルな競合との間で、報告されたリスクアセットに大幅な差異が生じる。そ

うした発行体については、銀行が報告したリスクアセットを、グローバルスタンダード（バーゼル規制の
枠組み）で用いられる方法に従って算出したものに差し替えて調整を行う。 

保険会社:債務以外の負債の公正価値 

保険会社が報告する一部の保険債務（変額保険契約に組み込まれている一部の保証を含む）は
公正価値で計上されており、公正価値の変化は純利益に影響を与える。 

保険会社の信用力悪化の影響は、公正価値には影響を与えるが、保険債務の契約額には影響を

与えない。従って、十分な情報開示があれば、保険会社の財務諸表を調整し、保険会社の信用力
の変化が保険債務の公正価値に与える影響を除去し、またその影響を純利益からも除去する。 

保険会社:会計基準に固有の準備金の調整  

保険事業に関する統一された包括的な会計基準が存在しないため、保険契約準備金はさまざまな
国・地域のルールに基づいて算出されている。保険契約準備金を統一基準に完全に調整するには

情報開示が不十分だが、多くの場合、一部の準備金または負債は保険会社の貸借対照表に明確

に開示されている。これらが負債として実態に合わないと判断した場合は、税引後ベースの額を財
務諸表の負債の部から除去する。 

  

                                                                        
27 この調整は銀行のみに適用され、証券会社やファイナンス・カンパニーには適用されない。 
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その例は以下の通りである。 

調整 国/地域 調整方法 

未割当分配可能 
剰余金(Unallocated 
Divisible Surplus (UDS)) 

英国 英国の生命保険会社が会計報告する負債（従来、”Fund for Future 
Appropriations”と呼ばれていたもの）。ムーディーズはその一部（UDS 
Realistic Surplus）を、運用損失を吸収する負債であるため、資本に類似

するものとみなし、その額を資本に分類変更する。 

払戻積立金(Provision 
for Premium Refunds 
(RfB) ) 

ドイツ 上記の UDS と同様、ムーディーズはこの負債の一部を、投資資産の価

格変動を吸収する能力を有するゆえ、資本とみなし、資本に分類変更す

る。 

異常危険準備金、 
平滑化準備金、危険 
準備金、安全準備 
金等(Catastrophe, 
Equalization, 
Contingency, Safety 
Reserves, etc. ) 

日本、欧州諸

国、中南米諸国 
一部の会計基準では、準備金は将来の大規模な損失に対するバッファ

ーとして計上される。米国会計基準および国際会計基準では、短期契約

の未発生事象に対する準備金は、将来の損失に対するものではないと

して、通常資本として認めていない（ただし、未経過保険料準備金はその

限りでない）。ムーディーズはそうしたバッファーを資本の一部とみなすた

め、負債項目の(負債の部に属する)準備金を減少させ、資本を増加させ

る財務諸表調整を行う。 

価格変動準備金 
(Price Fluctuation 
Reserve/ Market Value 
Adjustment Reserve ) 

日本、ノルウェー 一部の会計基準では、保険会社は運用ポートフォリオの潜在的な損失

に対する準備金の計上が認められている。ムーディーズは、そうした準

備金を資本の一部とみなして調整する。 

契約者配当準備金
(Shareholders Profit 
Margins ) 

オーストラリア オーストラリアの生命保険会社は、一部の事業について、運用益の 20%
を保険契約準備金に積み立てることが認められている。オーストラリア

の国際会計基準では、この運用益を該当する保険契約の満期まで利益

として計上し、残りを負債として計上することとしている。ムーディーズは

この負債を資本に類似するものとみなして、負債を減少させて資本を増

加させる調整を行う。 

責任準備金の割引

(Reserve Discount) 
オーストラリア オーストラリアの損害保険会社は、保険負債を割引後の価値で会計報

告している。国際会計基準、米国会計基準、およびその他の国の会計

基準では、損害保険会社の責任準備金は一般的に割引前の価値で報

告する。オーストラリアの保険会社の割引後の責任準備金については、

他の国・地域との比較可能性を高めるべく、割引の効果を除去して調整

する。 

 
保険会社:法定会計基準  

ムーディーズが格付を付与する米国の保険会社の多くは、米国会計基準に基づく財務諸表を作成

していない。その場合、ムーディーズは、米国法定会計原則に基づいて作成された財務諸表を用い
て分析を行う。米国法定会計原則は、多くの点で米国会計基準より保守的である。開示が限定的で

あるためデータを完全に調整することは困難だが、法定報告で十分なデータが提供されている場合

には明確な調整を行う。 

ムーディーズは、法定会計原則と米国会計基準には大きな差異があり、その調整に十分なデータが

ないため、完全な調整は不可能と認識している。調整を行わない差異の例としては、米国会計基準

上、資産に含まれる繰延新契約費があるが、これは法定会計原則では資本計上されない。また準
備金においても両者の差がみられる。一方、法定会計原則に基づいて開示された以下の項目につ

いては調整を行う。 

項目 調整方法 

資産評価準備金  
(AVR) 

資産評価準備金は、保険会社が現在保有する投資資産の将来潜在損失に対する準備

金として、法定負債として計上されている。ムーディーズは、この負債の効果を法定財務

諸表から除去する調整を行う。 

金利変動準備金  
(IMR) 

金利変動準備金は、満期前に売却された債券から発生する金利変動に伴う損益を、い

ったん準備金に繰り入れ、繰り延べ償却するものである。ムーディーズは、この金利変

動準備金の効果を法定財務諸表から除去する調整を行う。 
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保険会社:分類変更調整  

保険会社については、各国の会計基準に基づく表示の差異に対処すべく、以下を含む分類変更も

行う。 

調整 国/地域 調整方法 

再保険のグロスアップ 米国会計基準、

中南米 
米国会計基準および国際会計基準では、保険契約準備金は再保険へ

の出再分も含めてグロスベースで会計報告されている。例えば、保険

金請求者または保険契約者に対する保険債務がグロスベースで負債と

して計上され、同時に再保険者への出再分に相当する準備金が資産と

して計上されている。 

一部の会計基準では、準備金はネットベースで会計報告され、出再分

の準備金は貸借対照表の負債の項目内で全体の準備金と相殺され

る。ムーディーズは、この相殺を行わず、出再分の準備金も貸借対照表

上にグロスアップする。 

タカフル（Takaful： 
イスラム保険）の 
会社間相殺  

中東 タカフル（イスラム保険）の保険会社について、構造上主に考慮すべき

事項として、保険契約者のための独立基金の維持が挙げられる。これ

は、保険契約者が相互扶助組織に属していることを担保する目的で設

けられている。 

ムーディーズは、独立した保険契約準備金を貸借対照表および損益計

算書上で統合し、会社間の取引を消去する。 

実現益に対する税 米国法定会計

原則  
米国法定会計原則では、投資の実現益は適用される税の控除後の額

で計上される。米国会計基準および国際会計基準では、実現益はグロ

スベースで計上され、適用される税は法人税として計上される。米国法

定会計原則に基づく保険会社については、キャピタルゲイン税を実現

益から法人税に振り替える調整を行う。 
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関連リサーチ 

クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一定の状況では、信用

格付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法のリストは
こちらを参照されたい。 

信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、こちらを参照されたい。 

さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。 

 

 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_127479
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_158382
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よって事実を表明し、又は証券の購入、売却若しくは保有を推奨するものではありません。ここに記載する情報の各利用者は、購入、保有又は売却を検討する各証券について、自ら研究・
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金融機関の分析における財務諸表
の調整

Financial Statement Adjustments in the Analysis of Financial Institutions 

		本格付手法は2017年6月13日付で改訂された“Financial Statement Adjustments in the Analysis of Financial Institutions”（ムーディーズ・ジャパン版「金融機関の分析における財務諸表の調整」2017年6月20日）を更新するものである。今回の更新では、会計基準の変更を織り込み、リースに関する調整をアップデートした。また、一部の古いリンクもアップデートした。





サマリー

本クロス・セクター格付手法は、銀行、証券会社[footnoteRef:1]、ファイナンス・カンパニー、および保険会社を含む金融機関の財務諸表に対する分析上の調整について述べたものである[footnoteRef:2]。ムーディーズは、取引および事象の根底にある経済的実態をより反映させるため、また、財務データの比較可能性を高めるために、会計報告された財務諸表の調整を行う。ムーディーズは、調整後のデータを用いて信用評価上で重要な指標を算出し、格付の決定の際に考慮している。従来よりムーディーズは、信用リスク評価の観点から分析の洞察を深めるべく財務データの調整を行ってきた。 [1: 



 	証券会社は、証券業界のマーケットメーカーおよびサービスプロバイダーから構成される。]  [2:  	本クロス･セクター格付手法に示された調整は、個別のセクター格付手法に明示されない限り、銀行、証券会社、ファイナンス・カンパニー、および保険会社に適用される。資産運用会社、保険ブローカー、および清算会社には、事業会社の分析における財務諸表の調整について説明したクロス･セクター格付手法が適用される。このレポートは、「関連リサーチ」のリンクから入手可能である。] 


ムーディーズの調整は、金融機関の財務諸表が適用される会計基準に準拠していないことを示唆するものではない。その目的は、信用分析に用いる財務データの分析上の価値を高めることにある。

財務指標算出、認識、表示、開示の方法が、国、地域、会計制度によって異なるため、グローバルベースで財務諸表を完全に比較可能にすることは不可能であると認識している。しかし、ムーディーズが用いる主要指標が、一般に十分な開示がなされている会計処理の相違により大きく影響を受ける場合、財務データの質と比較可能性を高めるために調整を加える。
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ムーディーズが銀行の財務諸表に適用する調整は、通常、証券会社とファイナンス・カンパニーの財務諸表にも適用される。そのため本稿では、銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニーを総称して「銀行」としている。これらのセクターの一部にのみ適用される財務諸表調整については、どのセクターが影響を受けるかを明記している。

本稿では主に、国際会計基準（IFRS）、米国会計基準、および（保険会社については）法定会計原則(米国の場合、US SAP)に基づいて作成された銀行および保険会社の財務諸表に対するムーディーズの調整について述べる。調整は、グローバルベースでの同業他社との比較可能性を高めるために適切と判断される場合には、他の国・地域の会計基準（以下、合わせて「各国会計基準」とする）に基づいて作成された財務諸表にも適用される。

一部の調整は標準的調整とみなされ、適用可能でかつ開示情報が十分であれば、銀行または保険会社、あるいは両方に適用され、これらのセクターの全発行体に対する調整を一括して行えるよう設計されている[footnoteRef:3]。状況によっては、ムーディーズは標準的調整とは異なる調整を行った方が、分析上、より適切と考えられる場合、本稿で述べる標準的調整とは異なる手法で財務情報を調整する可能性がある。 [3:  	標準的調整は、適用可能ではあるがその金額が分析に大きく影響を与えない場合には行わないことがある。] 


これらの標準的調整に加え、ムーディーズは、根底にある経済的実態をより反映し、同業他社間での比較可能性を高めるため、他の項目について非標準的な調整を加えることがある。非標準的調整の対象となる企業は標準的調整となる企業よりはるかに少数であり、分析上の判断が大きく関わってくる傾向がある。例えば、各国会計基準、または発行体における会計基準または国際会計基準の解釈が国・地域の基準と異なり、分析に影響を与える場合には、非標準的調整を行うことがある。

調整 - 目的、方法、透明性

ムーディーズは一般に、信用リスク評価の観点からみた分析の質を高め、企業間の財務諸表の比較可能性を高めるという分析上の目的から、財務諸表の調整を行う。いくつかの調整を標準化するにあたっての目的は、各国間、業種間でのグローバルなアプローチの一貫性と、市場参加者にとっての透明性を高めることにある。調整の対象となるのは、情報源が信頼できる項目である。しかし、ムーディーズは財務報告の要件や会計制度に違いがあることを認識しており、そのような制約を考慮した上で分析を行っている。ムーディーズが財務諸表の調整を行う理由は具体的に以下の通りである。

根底にある経済的実態をより忠実に反映するとムーディーズが判断する会計基準の適用。その一例がハイブリッド証券に対する調整である。債務と株式の両方の特徴をもつ証券をムーディーズの判断で分類変更するが、その分類結果は財務諸表上の分類とは異なることが多い。

必要な情報が入手可能であれば、分析上、最も質が高いとムーディーズがみなす会計基準に合わせて調整することにより、比較可能性を高める。例えば、国際会計基準の下では、同一のカウンターパーティとの間のデリバティブ資産・負債は通常、グロスベースで計上されるが、米国会計基準では、マスターネッティング契約に基づいているデリバティブ資産・負債は通常、ネットベースで計上される。この場合、ムーディーズは、同一のカウンターパーティとの間のデリバティブ資産・負債を一貫してネットベースで調整する。

ムーディーズは、財務諸表全体に対して全般的な調整を行い、その調整後財務諸表に基づいて財務指標を算出する。結果として、ムーディーズの財務指標は分子および分母に対する複雑な足し戻しを行うのではなく、全体に調整を行った財務諸表に基づいた単純な計算となる。

ムーディーズは、半期の財務諸表も通期と同様に完全に調整することを目標としている。しかし、半期の場合、会計上の開示が限定的であるために調整が不可能なことがある。その場合、ムーディーズは調整が可能かどうか、どのように算出すべきかを検討したうえで判断する。重要な調整のための開示情報が欠如している場合には、発行体にとって不適切な信用評価を回避するため、関連する推定および想定を全般的に保守的にする。本件は信用格付付与の公表ではありません。文中にて言及されている信用格付については、
ムーディーズのウェブサイト(www.moodys.com)の発行体の
ページのRatingsタブで、最新の格付付与に関する情報および
格付推移をご参照ください。



ムーディーズは、貸借対照表と損益計算書を対象として調整を行うこととしている。キャッシュフロー計算書および株主資本変動等計算書については、ムーディーズが本セクターで用いる指標算出には通常使用しないため、調整の適用対象にすることはあまりない。

ムーディーズは、調整では対応しきれない会計基準間の大きな差があることも認識しており、分析上、定性的に考慮することがある。そうした差の例は保険契約準備金にみられる。米国会計基準、米国法定会計原則、国際会計基準、その他の各国会計基準では、準備金について異なる基準を設けている。財務諸表の利用者にとっては、ある会計基準に基づく準備金を、他の会計基準に基づく準備金と完全に比較可能とするために、どの程度の調整が必要かを正確に測定することは財務諸表を利用する側にとって不可能である。もう1つの例として、投資に関する会計報告が挙げられるが、これは、会計基準および経営陣の見積もりなどの地域差によってデータの表示・計測方法が異なりうるということである。

また、一部の会計基準では、新規保険契約または保険契約更新に関する新契約費は、契約期間にわたって繰り延べ・償却することを義務付けられるが（繰延新契約費）、会計基準によっては（米国法定会計原則、アジアの幾つかの国々の会計基準）当該費用を資産として計上することが禁止されている。ビジネスモデル、商品基盤、コスト構造が違っており、繰延新契約費を資産計上していない企業については、これに類する資産を計上することによる標準的調整を行わない。



調整 - 内容と方法	Comment by Suzuki, Tomoya: Can we start from next page?

標準的調整

以下、金融機関の財務諸表に適用される標準的調整手法について述べる。表には、調整が銀行と保険会社の両方に適用されるか、銀行または保険会社のいずれかのみに適用されるかを示している。ここでは、各セクターの主要指標が調整対象の財務諸表項目によって影響を受けるか否かを判断基準の一部としている。特定のセクターに適用されない標準的調整項目でも、ムーディーズの分析において重要な主要指標に大きな影響を与える場合は、非標準的調整が行われることがある。

		

調整項目

		説明

		

		適用

		



		

		

		銀行、保険
会社の両方

		銀行のみ

		保険会社
のみ



		ハイブリッド証券

		負債性と資本性の特徴を併せ持つ証券を、ムーディーズの分類方法に基づき、債務および株式に振り分ける。銀行については、ハイブリッド証券の分類に応じて、支払利息と配当にも調整を加える。

		X

		

		



		確定給付年金

		年金費用にかかる期間配分効果を除去する。

		X

		

		



		少数株主の非支配株主持分

		株主資本に含まれる非支配株主持分の残高が正の場合、貸借対照表上の負債またはメザニンの項に振り替える。

		X

		

		



		リース

		リース債務を負債に分類変更し（負債に分類されていない場合）、リース料を計算上の支払利息および減価償却費に分類変更する。

		X[footnoteRef:4] [4:  	リースの調整は証券会社およびファイナンス・カンパニーに適用されるが銀行には適用されない。] 


		

		



		自行の信用力の変化により
影響を受ける債務の公正価値

		自行の信用力の変化が自行債務の公正価値に与える累積的な影響額を調整し、また、純利益に反映される損益への影響も調整する。

		

		X

		



		金融資産および金融負債の貸借
対照表上のネッティング

		マスターネッティング契約が適用されるが貸借対照表上にはグロスベースで表示されているデリバティブ資産・負債額および関連する担保額を相殺する。

		

		X

		



		一部の繰延税金資産の分類変更

		将来の課税対象利益にかかわらず実現し、破綻処理時には損失を吸収する一部の繰延税金資産を、ムーディーズによる有形普通株主資本（TCE）の算出において上限が適用されない勘定に分類変更する。

		

		X[footnoteRef:5] [5:  	繰延税金資産の調整とソブリン債務証券のリスクウェイトの調整は銀行に適用されるが、証券会社とファイナンス・カンパニーには適用されない。] 


		



		損金算入可能なのれんと
その他無形資産にかかる繰延
税金負債

		事業統合時に発生する損金算入可能なのれんおよびその他無形資産にかかる繰延税金負債を、それぞれ対応する資産簿価と相殺する。

		

		X

		



		少数株主の非支配株主持分に帰属
するのれんとその他無形資産

		TCE算出上のダブルカウントを回避するため、少数株主の非支配株主持分割合に対応するのれんおよびその他無形資産額を控除する。

		

		X

		



		ソブリン債務証券のリスク
ウェイト

		投資対象のソブリン債務証券のリスクウェイトを、バーゼルの標準的な枠組みのリスクウェイトより低くしている銀行については、リスクウェイトを引き上げる。

		

		X

		



		オペレーティング・デット

		オペレーティング・デット、およびこれを支える資本を、金融負債と区分
する。

		

		

		X







標準的調整手法の各項目の詳細については以下を参照されたい。

非標準的調整

ムーディーズは、各発行体の基礎的事実と状況に基づいて非標準的調整を行うこともある。標準的調整のセクションの後にその例を挙げ、説明する。

銀行、保険会社の両方に適用される標準的調整

ハイブリッド証券

会計報告上の問題点

ハイブリッド証券は、銀行および保険会社が事業上の資金調達に、一部の例では規制上の自己資本基準を満たすために用いる、負債性と資本性の両方の特徴をもつ金融商品である。国際会計基準では、一部のハイブリッド証券は債務と株式に区分することを求められるが、米国会計基準では通常、全額が債務、株式、または非支配株主持分として計上される。 

一部のハイブリッド証券については、その経済的な実態ではなく、法的な側面に基づき会計上の取り扱いが決定されていることがある。例えば、一部の優先証券は債務としての属性を保持するにもかかわらず、会計上は全額株式に分類されている。

ムーディーズの分析上の対応

ムーディーズは、ハイブリッド証券を債務および株式としての相対的な特徴に基づいて分類している。ハイブリッド証券はその特徴により実質上、純粋な債務でも純粋な株式でもないため、ムーディーズはハイブリッド証券をバスケットA（債務に最も近い）からE（株式に最も近い）に分類している。ムーディーズは、ハイブリッド証券の特徴を普通株式への類似性の度合いに応じて評価し、その特徴に従ってウエイトを決定する。その結果、例えば、会計上は100%株式、100%債務、あるいはその中間として分類されるハイブリッド証券を、ムーディーズは75%の負債性と25%の資本性を有する証券として取り扱うことがある。

銀行は規制当局による監督を受け、自己資本比率が単独での財務力に重要な意味を持つことから、銀行発行のハイブリッド証券は銀行以外の金融機関が発行したハイブリッド証券とは性質が異なる[footnoteRef:6]。これが、エクイティクレジットの観点からみた場合のムーディーズの銀行ハイブリッド証券の取り扱いに影響を及ぼす。その点についてはムーディーズの格付手法で説明している[footnoteRef:7]。 [6:  	ハイブリッド証券の調整に際し、銀行以外の金融機関とみなされるのは、証券会社、ファイナンス・カンパニー、および保険会社である。]  [7:  	ムーディーズの銀行格付手法を参照されたい。事業会社については、ハイブリッド証券へのエクイティクレジットの付与に関するクロス･セクター格付手法を参照されたい。投機的等級の事業会社については、ハイブリッド証券へのエクイティクレジットの付与は当該証券の特徴に応じて100%か0%となる。この取り扱いは、特に、債務のデフォルトが回避できる場合に、ハイブリッド証券の利払いが行われる確実性が（投資適格等級発行体に比べて）低いことを反映している。これらについて、およびセクター格付手法、クロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参照されたい。] 


ムーディーズの財務調整方法

貸借対照表上、ムーディーズは、株式および債務としての相対的な特徴に応じてハイブリッド証券を分類する。この分類では、さまざまな会計基準に基づく現在の会計上の取り扱いに応じた調整が必要となることが多い。

銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニーについては、貸借対照表上の分類に基づき、支払利息、優先配当、非支配株主持分に対する分配の適切なウェイトを反映して、損益計算書の調整も行う。例えば、負債性証券の一部を「株式に類似する」とみなした場合、ムーディーズは支払利息の応分割合を優先配当に分類変更する。逆に、資本性証券の一部を「債務に類似する」とみなした場合には、優先配当および非支配株主持分への分配の応分割合を支払利息に分類変更する。

以下に、ハイブリッド証券に関するムーディーズの調整について説明する。

貸借対照表（銀行、証券会社、ファイナンス・カンパニー、および保険会社）

ハイブリッド証券のバスケットを決定するにあたり開示情報が不足している場合には、発行体に直接情報を求めることもある。もし、調整を行うだけの必要な情報を金融機関から入手できない場合は、当該証券に対してエクイティクレジットを付与しない。

金融機関は、幾つかの異なる種類のハイブリッド証券を有することが多く、同一種類でも多数の異なる証券が発行されることがある。

ハイブリッド証券とみなされる金額には、資本勘定や負債勘定、あるいは米国会計基準におけるメザニン勘定に含まれるものもある。ムーディーズは、各金融機関の財務諸表の注記や契約書類を検討する。また、情報源の正確性・整合性を検証すべく、発行体に必要な問い合わせを行うこともある。

開示情報により可能であれば、上述のバスケット分類手法に基づき、各々のハイブリッド証券について、その一部、あるいは全額について負債または株式として取り扱うべきか決定し、それぞれの負債または株式としての特徴に対して付与したウエイトに基づいて、各証券を分類する。そして負債および株式の額を合計した後、その総額を、貸借対照表上で、ハイブリッド負債勘定（ハイブリッドクレジットの上限[footnoteRef:8]が適用される場合もある）から株主資本に振り替える。 [8:  	銀行の格付に関する格付手法を参照されたい。銀行以外の金融機関については、ハイブリッド証券に対するエクイティクレジットの付与に関するクロス･セクター格付手法を参照されたい。これらについて、およびセクター格付手法、クロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参照されたい。] 


損益計算書（銀行、証券会社、およびファイナンス・カンパニー）

ムーディーズは、貸借対照表上の分類に基づき、支払利息または配当額を反映して損益計算書の調整を行う。例えば、債務証券の一部を「株式に類似する」とみなした場合には、その割合に相当する支払利息を優先証券に分類変更する。逆に、株式証券の一部を「債務に類似する」とみなした場合には、その割合に相当する優先証券を支払利息に分類変更する。

なお、エクイティクレジットを算出するに十分な情報が得られない場合には、通常、全ての分配額を支払利息として取り扱うことになる。

損益計算書（保険会社）

保険会社については、カバレッジ・レシオおよびキャッシュフロー・カバレッジ・レシオでは、支払利息と優先配当を含めた金融費用の収益に対する比率をみる。従って、保険会社のハイブリッド証券についての損益計算書の調整は、現在のところ不要である。

確定給付年金

会計報告上の問題点

確定給付年金制度に基づく費用（あるいは収益）認識については、米国会計基準でも国際会計基準でも、関連費用の人為的な期間配分を理由として、損益計算書による開示にゆがみが生じる。多額の損益の繰り延べを可能とすることで、経済価値が毀損しているときにおいても利益が計上されるなど、財務報告上の不整合を引き起こすことがある。 

ムーディーズの分析上の対応

ムーディーズは、損益計算書上、過去勤務債務や数理計算上の差異の償却などの、会計処理上の期間配分効果を除去したものが年金費用となるよう調整している。各期における勤務費用を、最も適切で比較可能性の高い中核的な費用として、銀行の償却前利益および保険会社の純利益に反映させる。銀行については、予測給付債務(PBO)に含まれる利息費用と年金資産の運用収益を、トレースすべき重要な指標と位置付け、それらを営業外収益/費用に含めてモニターしていく。保険会社については、利息費用や年金資産の運用収益を利益に含めない。というのは、こうすることによって、年金資産の会計と、保険債務に係る資産およびそれと経済的に同様の効果をもつと判断される運用業務の会計に不整合が生じるためである。

年金債務の契約的性質から、ムーディーズは年金負債を「債務に類似した」ものとみる。従って、ムーディーズは年金負債を貸借対照表上の債務に分類し、債務関連指標の算出に含める[footnoteRef:9]。年金信託間の資産の移管は通常不可能であるため、多くの場合、積み立て不足総額を債務として調整する。また、債務の調整が資本に与える影響を軽減するため、繰延税金資産を計上する。将来の税額控除のタイミングおよび金額の不確実性から、ムーディーズは予想される税効果より負債を表示することを標準的な慣行としている。 [9:  	ムーディーズは、銀行の分析上、年金の積み立て不足を負債に振り替えるといった標準的調整は行わない。これは、そうした調整を行っても、分析上の主要指標に何ら影響を与えないためである。] 


財務諸表の調整方法 （銀行）

以下に、銀行の確定給付退職後所得制度に関する調整について説明する。

損益計算書

ムーディーズは、報告された全ての確定給付年金費用（あるいは収益）に対して調整を加える。

当期の勤務費用を除き、報告された確定給付年金費用（あるいは収益）の全額を除去する。その当期の勤務費用を、銀行の償却前利益算出の計算に含める。また、利益の調整では、年金の利息費用から、年金資産からの実際の運用損益を加減する。

また法人所得税については適切な税効果を反映した調整を行う。

財務諸表の調整方法（保険会社）

以下に、保険会社の確定給付退職後所得制度に関する調整について説明する。

貸借対照表

米国会計基準および国際会計基準の下では、企業は年金制度の積立状況を貸借対照表に計上しなければならない。ムーディーズは、財務諸表上、通常「その他負債」として反映されている年金の積立不足額（予測給付債務(PBO)から年金資産額を差し引いたもの）を、金融負債に分類変更する調整を行う。

ムーディーズは通常、未積立のその他退職後所得（OPEB）債務を負債に類似するとはみなさない（資金調達の柔軟性や破産法上の取り扱いがその根拠）。従って、これらの債務は「その他負債」として計上される（すでにその他負債として計上されている場合はこの限りではない）。

損益計算書

ムーディーズは、報告された全ての確定給付年金費用（あるいは収益）に対して調整を加える。

当期の勤務費用を除き、報告された確定給付年金費用（あるいは収益）の全額を除去する。また、未積立額に帰属する金融費用を反映させるため、収益を調整する。未積立額にかかる利息費用の算出に用いる限界借入利子率として、保険会社の保険財務格付に基づく米国の中期社債金利を用いる。

法人税額を調整し、税効果が適切に調整されるようにする。

少数株主の非支配株主持分

会計報告上の問題点

少数株主の非支配株主持分（旧少数株主持分）は、国際会計基準上でも、米国会計基準上でも一般に株主資本の一部として認識されている。しかし、その性質上、少数株主が保有している子会社レベルでのみ債権者からみた損失吸収能力があるにすぎず、分析対象である親会社の債権者にとっての損失吸収力はない。

ムーディーズの分析上の対応

一般的に、少数株主の非支配株主持分は、分析対象である親会社の債権者にとっての損失吸収能力はないため、株主資本から除去されるべきであるとムーディーズは考える。

国際会計基準と米国会計基準では、株主資本の項目として負の金額の非支配株主持分が認識されることがある。これは、子会社レベルで株主資本が負値になっていることを表している。こうした状況では、分析対象である親会社が子会社レベルの損失をカバーする責任を負う可能性があるため、少数株主の非支配株主持分は株主資本に残存するとみなす。

ムーディーズの財務調整方法

期末の株主資本に含まれる非支配株主持分が負の金額である場合、財務諸表の調整は行わない。ムーディーズは、株主資本として認識された正の金額の少数株主の非支配株主持分について以下のような調整を行う。

ハイブリッド証券が非支配株主持分に分類されている場合は、上述したハイブリッド証券に対する調整を適用する。

貸借対照表 （銀行）

株主資本に分類されている非支配株主持分を、負債の非支配株主持分勘定に分類変更する。

貸借対照表 （保険会社）

株主資本に分類されている、少数株主の非支配株主持分を、貸借対照表のメザニンの項（ムーディーズの指標では資本の一部[footnoteRef:10])の非支配株主持分に分類変更する。 [10:  	ムーディーズの指標上で定義される「資本」には、株主資本、メザニン資本（ここでの調整後の少数株主の非支配株主持分を含む）、金融債務が含まれる。財務指標において用いられる資本と株主資本の定義の詳細については、保険会社および銀行の格付手法を参照されたい。] 


リース

会計報告上の問題点

ムーディーズは、リースに関する調整を2つのパートに分けて行い、当該発行体のリース会計に基づいて、いずれかを適用する[footnoteRef:11]。 [11:  ムーディーズは、保険会社、証券会社、ファイナンス・カンパニーの財務諸表上のリースを調整する。その調整は、これらの企業の分析に用いる有利子負債/EBITDA倍率およびその他の指標に影響を与える。銀行の主要信用指標には影響を与えないため、銀行の財務諸表の調整は行わない。] 


いずれかの会計基準に基づいている企業については、当該企業が報告するリース債務は、非常に短期だが重要なリースであるために債務が過小評価されている、あるいは非常に長期だが条件が柔軟であるために債務が過大評価されている可能性がある点を考慮することがある。ムーディーズは通常、調整後財務指標に関わらず、こうしたケースを分析において定性的に考慮する。また、非標準的調整も検討することがある。

会計報告上の問題点－第1部

このセクションでは、オペレーティング･リースを貸借対照表に計上することを義務付けている会計原則を採用している発行体に対するアプローチについて述べる[footnoteRef:12]。キャピタル･リース/ファイナンス･リース[footnoteRef:13]とオペレーティング･リースの経済的な相違は小さいが、米国会計基準においては、損益計算書でもキャッシュフロー計算書でも、両者間で異なる計上方法をとる。国際会計基準に基づいて報告する企業では、全てのリースを、米国会計基準のファイナンス･リースと同様に報告する。その結果、米国会計基準と国際会計基準に基づいて報告する企業間、およびリース資産の貸手と借手での、完全な比較可能性が損なわれる。 [12:  	IASB、FASBのいずれも、オペレーティング･リースの借手である全ての企業に、現在オフバランス処理されているリース取引に対して資産および負債を計上することを求める会計基準を公表した。IASBは2016年1月にIFRS第16号を公表した。米国会計基準に基づいて報告を行っている企業については、FASBが2016年2月にASU第16-02号「リース（Topic842）」を公表した。]  [13:  	IFRS第16号およびASU第2016-02号「リース（Topic842）」では、かつての「キャピタル･リース」の呼称ではなく「ファイナンス･リース」を用いている。本稿の以下のセクションでは、新会計基準に沿って、「ファイナンス･リース」の呼称を用いる。] 


リースの計上にあたり、企業はリース負債とリース使用権資産（多くは有形固定資産）を計上し、リース債務は当該企業が各リースについて決定した割引率によって割り引かれる。貸借対照表上の取り扱いは、米国会計基準、国際会計基準とも、ムーディーズの分析上の見方とおおむね一致する[footnoteRef:14]が、キャッシュフロー計算書には有形固定資産の取得による支出として反映されない。 [14:  	米国会計基準では、オペレーティング･リースを貸借対照表上の負債とは別に区分して計上することを求めている。そのため、負債から債務への分類変更が必要となる。その点は、ムーディーズの財務諸表調整のセクションで説明している通りである。] 


国際会計基準と米国会計基準におけるファイナンス･リースについては、企業は、リース期間にわたり、損益計算書上では減価償却費および支払利息を計上し、キャッシュフロー計算書ではリース料を利息相当額部分と債務の元本返済部分に区分して計上する。米国会計基準では、オペレーティング･リースは、損益計算書上はリース料として、キャッシュフロー計算書上は営業キャッシュフローの支出項目として報告される。従って、会計基準間での一貫性を確保し、リースを資産の取得と同様とするムーディーズの見方を反映する必要がある。

ムーディーズの分析上の対応－第1部

ムーディーズは、米国会計基準の損益計算書上ではリース債務を負債に分類変更する。国際会計基準では調整は行わない。

米国会計基準と国際会計基準の損益計算書上の報告数値の整合性を高め、取引の経済的実態を反映するため、米国会計基準の損益計算書上では、リース料を、発行体が開示しているリースの加重平均割引率（リース料を上限とする）を用いた支払利息と、減価償却費に分類変更する。IFRS第16号に基づいて報告を行っている企業の損益計算書には調整を加えない。リースを資産の取得と同様とするムーディーズの見方を反映し、ムーディーズは有形固定資産の取得に係るキャッシュフローを調整する。キャッシュフロー計算書上では、オペレーティング･リースの減価償却費（営業キャッシュフロー）とリース債務の元本返済部分（財務キャッシュフロー）の両方を、有形固定資産の取得（投資キャッシュフロー）に分類変更する。

財務諸表の調整方法－第1部

以下に、リースに対するムーディーズの調整方法の第1部の概要を示す。

		IFRS第16号に基づいて報告されたリースの標準的調整



		貸借対照表 

		調整なし



		損益計算書 

		調整なし



		キャッシュフロー計算書[footnoteRef:15]  [15:  	ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整はムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。] 


		リース債務の元本返済部分を、財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類変更







		米国会計基準（ASU第16-02号）に基づいて報告されたリースの標準的調整



		貸借対照表 

		リース負債を債務に分類変更 



		損益計算書 

		次の算定式に基づき、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更 

»	リースに係る支払利息 = リース負債 X 開示された加重平均割引率（リース料を上限とする）

»	リースに係る減価償却費 = リース料-リースに係る支払利息



		キャッシュフロー計算書[footnoteRef:16]  [16:  	ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整はムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。] 


		リースに係る減価償却費を営業キャッシュフローから投資キャッシュフローに分類変更。また、リース債務の元本返済部分を財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類変更。







会計報告上の問題点－第2部

このセクションでは、貸借対照表上にオペレーティング･リースを計上しない発行体に対するアプローチについて述べる[footnoteRef:17]。この調整方法を適用する企業の会計基準は通常、ファイナンス･リースとオペレーティング･リースを区分しており、両者の会計上の取り扱い方法は非常に異なっている。会計基準では、ファイナンス・リースを、長期にわたり資産の所有権を取得し債務を発生させるものとみている。リース期間中、企業は資産計上したリース資産の所有権を減価償却し、リース料は利息相当額部分と債務の元本返済部分に区分される。 [17:  具体的には、この取り扱いは、国際会計基準に基づいて報告を行うがIFRS第16号を適用していない発行体、米国会計基準に基づいて報告を行うがASU第16-02号を適用していない発行体、またはその他同様の発行体に適用される。] 


一方、会計基準では、オペレーティング・リースを、通常、オフバランスの未履行契約とみなし、使用期間に応じて費用計上する。すなわち、企業はオペレーティング・リースを負債として認識せず、リース料を損益計算書上のリース料、キャッシュフロー計算書上の営業キャッシュフローの支出項目として計上する。

こうした会計基準では、線引きルールを設けてファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分している。その結果、ファイナンス･リースとオペレーティング･リースの経済的差異がほとんどなくても、企業は異なる会計処理の対象となるよう取引の仕組みを検討することがある。それによって、類似した経済取引について異なる方法で会計処理を行っている企業間、およびリース資産の貸手と借手の間での比較可能性が損なわれる。

ムーディーズの分析上の対応-第2部

ムーディーズがオペレーティング・リースを資産として扱う主な理由は、リースには企業の借入能力を低下させる負債に似た性質があると考えているからである。リースは将来の現金支出を発生させる契約責任であり、契約で定められた支払を履行できなければ、最終的にデフォルトにつながるマイナスの影響が生じる可能性がある。リース・ファイナンスという選択肢がなければ企業は通常、資産購入のために資金を借り入れる。

ムーディーズのアプローチは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の調整を伴う。貸借対照表では現在価値の概念を重視している。最低支払リース料の現在価値は、発行体の法的債務の推定額を反映する。ムーディーズによる債務の調整（資産に対する同等の調整を伴う）では、リース債務の推定現在価値を用いる。ただし、推定価値の算出が不正確であることにより失われる比較可能性を高めるために、推定現在価値に上限と下限を設ける。その下限は、契約期間が非常に短いが、当該資産が事業上継続的に必要なために更新されるリース契約を有する企業の経済的債務が、現在価値において大幅に過小評価される可能性があることも反映する。

また、契約期間が非常に長期のリースの経済的債務が、現在価値において過大評価される可能性もあるとムーディーズは考えている。これは、長期のリースはしばしば、明示的な解約条項等の条項を付帯しており、実際に全額支払いに満たない時点で解約されることも多いためである。従って、ムーディーズは、年間支払リース料の10倍を上限としてリース債務を調整する。

損益計算書では、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更することにより、債務の調整に支払利息をマッチさせる。このアプローチは、ファイナンス･リースの会計上の取り扱いに類似している。ムーディーズは、オペレーティング･リース債務の調整額に、各発行体の格付に基づく理論上の平均借入コストを表す金利を乗じる。残りのリース料は減価償却費に配分する。キャッシュフロー計算書では、ムーディーズは、リースに係る減価償却費を、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローの有形固定資産の取得に分類変更する。

ムーディーズの財務調整方法－第2部



ムーディーズは、次の金額のいずれか大きい方を、貸借対照表の負債と固定資産に加算する。

1. 最低支払リース料の現在価値（年間支払リース料の10倍を上限とする）、または

2. 年間支払リース料にセクター係数を乗じた金額

最低支払リース料の現在価値

最低支払リース料の現在価値は、企業の財務諸表注記で開示されている最低支払リース料を、発行体の格付に基づいて推定される中期金利で割り引いて算出する。ムーディーズは、ある格付カテゴリーに適用される金利は地域により異なり、同一地域内でも発行体によって借入コストは異なることを認識している。しかし、これらの差異は時間の経過とともに変化するため、共通の利率とアプローチを用いることが、比較可能性を向上させるグローバルな一貫性を備えた調整を行うための透明性の高い調整方法であるとムーディーズは考えている。

ほとんどの国・地域の一般会計原則では5年を超える最低支払リース料を区別して開示する必要がないため、このようなケースでは、5年目の最低支払リース料の金額がその後も変わらないと想定して、5 年後以降の最低支払リース料を割り引く。この想定では、非常に長期のリース契約を有する発行体の現在価値が過大評価される可能性があるが、開示財務諸表上の詳細が不十分であることから、グローバルな比較可能性のある分析上の調整を行う妥当な方法であるとムーディーズは考えている。10倍の上限を設けたのは、非常に長期のリース契約に関する課題への、もうひとつの対処方法である。

セクター係数と年間支払リース料

セクター係数は、セクターの推定現在価値係数（各発行体の最低支払リース料の現在価値を年間支払リース料で除して算出）の中央値に近似する水準に設定する。使用するセクター係数は次のとおりである。

		セクター

		係数



		ファイナンス・カンパニー

		3



		保険会社

		4



		証券会社

		5






年間支払リース料が開示されていない場合、1年以内の未経過支払リース料（財務諸表注記で開示されている）を用いる。

非常に稀な事例だが、発行体が十分に特有の特徴をもつ場合、ムーディーズは非標準的な係数または上限を用いることがある。リース料に対する調整は稀な事例になるとみられる。

年間リース料が開示されていない場合、ムーディーズは通常、リース料に代わり翌年の最低支払リース料（財務諸表の脚注に開示）を用いる。

以下に、オペレーティング･リースの資本化に関するムーディーズの調整の第2部の概要を示す。

		オペレーティング･リースの標準的調整



		貸借対照表

		(i) 最低支払リース料の現在価値（年間支払リース料の10倍を上限とする）または(ii) 年間支払リース料にセクター係数を乗じた金額のいずれか大きい方を、貸借対照表の負債と固定資産に加算する。



		損益計算書

		次の算定式を用いて、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更する。

» リースに係る支払利息= リース債務に発行体の格付に基づく中期金利を乗じて算出（リース料を上限とする）

» リースに係る減価償却費 = リース料－リースに係る支払利息



		キャッシュフロー計算書[footnoteRef:18] [18:  	ムーディーズは、証券会社およびファイナンス・カンパニーのキャッシュフロー計算書に調整を加える。それらの調整はムーディーズが分析に用いるキャッシュフロー指標に影響を与える。一方、保険会社については、調整は保険会社の主要信用指標に影響を与えないため、キャッシュフロー計算書の調整を行わない。] 


		リースに係る減価償却費を、営業キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類変更する。





銀行のみに適用される標準的調整

自行の信用力の変化に影響を受ける債務の公正価値

会計報告上の問題点

米国会計基準および国際会計基準では、企業は個々の商品ベースで、金融資産および金融負債を公正価値で計測するという選択ができる。そして、各会計期間における公正価値の増減は、該当する期のその他の包括利益（OCI）として認識される[footnoteRef:19]。 [19:  米国会計基準を適用する非公開企業は、2019年度の財務諸表まで、こうした純利益の変化の計上方法を引き続き認められる。こうした企業について、ムーディーズは、銀行の信用力に対する市場の見方の変化が、当期純利益に認識される自行債務の公正価値に与える影響を調整する。ムーディーズは、税効果の影響がムーディーズによる調整に適切に反映されるようにする。こうした損益計算書への調整は、純利益に自行債務の公正価値の変化が認識される銀行のみに適用される。自行債務の公正価値の変化がその他包括利益に認識される銀行については、調整を行わない。] 


自社の債務を公正価値で計測する選択肢をとった企業は、計測時に、自らの信用力についての市場の見方を考慮しなければならない。信用力が大幅に低下した企業は、信用スプレッドの拡大により公正価値が低下しているとみられる。

銀行の信用力に対する市場の見方の低下は、有形普通株主資本（TCE）の上昇につながる。逆の場合、銀行の信用力に対する市場の見方の向上はTCEの低下につながる。こうした会計上の効果は、直感に反し、銀行の信用力についてのムーディーズの見方を反映していない。

ムーディーズの分析上の対応

銀行の信用力に対する市場の見方の悪化（改善）に伴い、TCEが増加（減少）することは、報告上の財務指標のミスリードにつながる。ムーディーズは、こうした歪みの影響を正す調整を行う。

ムーディーズの財務調整方法

ムーディーズは、銀行の自行債務の公正価値について以下のような調整を行う。

貸借対照表

銀行の信用力の変化が債務の公正価値に与える累積的な影響を調整する（取り除く）。

ここでは、自行の信用力の変化以外の要因に起因する公正価値への影響についての調整は行わない。米国会計基準および国際会計基準では、この点について財務諸表での具体的な開示要件を定めている。自行の信用力に起因する影響とその他の影響を具体的に区分した開示がない場合は、公正価値の変化の全額について調整を行う。

デリバティブ資産・負債の貸借対照表上のネッティング

会計報告上の問題点

同一のカウンターパーティとの間のデリバティブ資産・負債の相殺（貸借対照表上にネットの金額を計上する）に関する会計基準は、米国会計基準と国際会計基準の間で最も大きな表示上の差を生じさせるものである。米国会計基準に基づいて報告を行う銀行は、国際会計基準にはない会計処理の選択肢をとっていることが多い。すなわち、国際会計基準に基づいて報告を行っている銀行に比べて、法的効力のあるマスターネッティング契約に基づいたポジションについて、ネットベースで表示可能である対象がはるかに広い。 

会計基準の相違から、特に大規模な資本市場業務を展開している企業においては、総資産および総負債の報告額に非常に大きな差が生じうる。これがレバレッジ比率の比較可能性に影響を与える。

ムーディーズの分析上の対応

米国会計基準のアプローチは、銀行がそのポジジョンに伴うリスクを実務上、どのように管理しているかをより適切に表示するとムーディーズは考える。通常、マスターネッティング契約（期限に関わらず）の下で、日々のポジションが値洗いされ、必要に応じて担保資産の差し入れが行われている。

ムーディーズの財務調整方法

法的効力のあるマスターネッティング契約に基づきネッティングが認められるデリバティブ資産・負債の額が貸借対照表上にグロスベースで表示されている場合には、それに伴う担保資産も含めてネッティングする。（ムーディーズの調整の度合いは、米国会計基準に基づいて報告を行う企業より国際会計基準に基づいて報告を行う企業のほうが概して大きくなるが、その調整は両者の比較可能性を高めるためのものである。） 

一部の繰延税金資産の分類変更[footnoteRef:20] [20:  	この標準的調整は銀行のみに適用し、証券会社とファイナンス・カンパニーには適用しない。TCE/リスクアセット指標の算出において繰延税金資産をこのように取り扱うのは、ムーディーズの銀行格付手法に限られるためである。TCEの算出における繰延税金資産の考慮に関する詳細な議論については、銀行格付手法を参照されたい。本セクターおよび他のセクターの格付手法およびクロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」を参照されたい。] 


会計報告上の問題点

繰延税金資産・負債が貸借対照表に計上されるのは、会計報告と税務報告の間で資産と負債の簿価に一時的な相違が生じる場合である。例えば、銀行が貸倒損失引当金を計上する場合、税務報告上の正味貸出の簿価は通常、貸借対照表上の簿価より大きくなる。これは、貸倒損失を税務上の損金に算入できるのは実際に損失が発生した時点であるため、貸借対照表への計上より遅くなるからである。このようなケースで、銀行は繰延税金資産を財務諸表に計上する。この繰延税金資産は、将来、貸倒損失を引き当て済みの貸出を償却した際に、課税対象利益が減少することにより実現する可能性のある節税効果を表している。

繰延税金資産は、銀行が税務上の損失を計上する際にも発生する。通常、税務上の損失は繰り越され、将来の課税対象利益との相殺に用いられる。こうした税効果の推定額が繰延税金資産として銀行の貸借対照表に計上される。同様に、未使用の税額控除も繰延税金資産として繰延べられる。

ムーディーズが算出するTCEの指標は、銀行の自己資本比率の評価に用いる重要な投入値である。銀行の貸借対照表に計上された繰延税金資産は、報告税引き後純損失を減額する（あるいは、税引き後純利益を増額する）。その結果、繰延税金資産は利益剰余金を増額し、それらはTCEに算入される。繰延税金資産は将来の支払い税額を削減するという意味では銀行にとって有益であるが、ムーディーズは、会計報告上の繰延税金資産は無形資産とさほど変わらず、資産として比較的低い価値しかないとみているため、特にストレス時においては、TCEの指標を構成する他の要素に比べ、資本としての価値は低いと考えている。

具体的には、ムーディーズは繰延税金資産の質について次の点を懸念している。

繰延税金資産が実現するかどうかは、将来の事由、取引、収益水準に左右されることが多く、そうした要因は不確実性を伴い、達成までに長期間を要したり、発生しない場合もある。

繰延税金資産の認識は、非常に主観的な想定に基づいた回収可能性の分析に影響される。繰延税金資産の評価引当金の計上と繰り戻しは、報告株主資本と規制上の自己資本の指標を突然かつ大幅に変動させ、銀行に対する信認の急速な悪化をもたらす可能性がある。

繰延税金資産の会計報告上の金額は、全額が使用されるまでに要する期間の長さ（場合によっては10-15年以上）を考慮した割引がなされていない。

銀行は繰延税金資産の価値を完全に実現するために、例えば収益性の高い事業部門や投資の売却といった様々な税務計画上の措置にコミットしなくてはならない可能性がある。

バーゼルIII銀行自己資本規制の枠組みは、銀行の中核的資本の指標である普通株式等Tier 1（CET1）資本比率に算入できる繰延税金資産の金額に制限を設けている。将来の収益に依存する繰延税金資産は全額をCET1資本から控除しなくてはならず、残りの繰延税金資産もCET1資本の10%までしか算入できない。また、市場参加者は銀行の自己資本比率を自身で評価する際に繰延税金資産の価値を割り引くことが多く、それによって繰延税金資産が自己資本に占める割合が高い銀行に対する外部圧力が増大する可能性がある。

ムーディーズの分析上の対応

ムーディーズは繰延税金資産を質の低い資産とみており、銀行の破綻処理において意味のある価値を持つかどうかは疑わしいと考えている。そのため、ムーディーズの銀行格付手法は、TCEに算入する繰延税金資産の上限をTCE全体の10%としている（TCE算入上限）。

一部の政府は、銀行の幾つかのタイプの繰延税金資産を、銀行の損失計上や清算手続きの際に政府から直接払い戻しを受けることのできる「政府に対する請求権」に転換することを認めていることをムーディーズは認識している。法制でそれが認められている国の銀行は、幾つかのタイプの繰延税金資産を全額バーゼルIIIのCET1 資本に算入することができる。繰延税金資産を政府に対する請求権に転換できない場合、バーゼルIIIの下では繰延税金資産のCET1への算入は厳しく制限される。

繰延税金資産を政府への請求権に転換できれば、損失発生あるいは清算シナリオにおける繰延税金資産の価値は高まるとムーディーズは考えている。これは、規制上の自己資本比率に余裕が生まれ、請求権に転換できない場合に比べそれらの繰延税金資産の価値を適切なタイミングで利用できるからである。そのため、ムーディーズは各国の法制を考慮し、政府への請求権に転換可能な繰延税金資産の金額にTCE算入上限を全面的に適用することはしない。

ムーディーズは、次の基準を全て満たす繰延税金資産（ムーディーズの適格繰延税金資産）の一部または全額を、TCE算入上限の適用対象から除外する。

政府からの現金還付または売却可能な政府証券の受領という形式で直接請求できる権利に転換することができる。

政府への請求権に転換できるかどうかは、銀行の将来の収益性や、銀行の破産あるいは清算手続きの実施によって左右されない。

政府への請求権に関する法的枠組みが明確に規定されている。

政府への請求権に転換できる繰延税金資産の金額が財務諸表または規制当局への提出文書で開示されている。

ムーディーズがB2を上回る自国通貨建てシニア無担保債務格付を当該国に付与している。

ムーディーズの財務調整方法

ムーディーズは、次に説明する方法を用いて貸借対照表を調整することにより、政府に対する請求権に転換され、現金還付あるいは売却可能な政府証券の受領という形式で払い戻される可能性が十分にあるとムーディーズが考える適格繰延税金資産の金額をTCE算入上限の適用対象から除外する。

ステップ1: ムーディーズは、銀行の財務諸表または規制当局への提出文書記載の開示情報と当該国の法制に基づき、政府への請求権に転換可能な繰延税金資産の金額を特定する。次に、その適格繰延税金資産が上で規定したムーディーズの基準を満たしているかどうかを判断する。

ステップ2: 政府への請求権に転換でき、現金還付または売却可能な政府証券の受領という形式で実現する可能性が十分にあるとムーディーズが考える、ムーディーズの適格繰延税金資産に相当する金額を算出する。

国内法で規定された比率によってムーディーズの適格繰延税金資産の転換や実現が制限される国、あるいは転換および実現までに5年より長い期間を要する国[footnoteRef:21]では、次の計算式を適用する。この計算式では、銀行のCET１資本比率[footnoteRef:22]が「実質破綻」とされる比率（5.125%）[footnoteRef:23]に近付くほど、TCE算入上限から除外されるムーディーズの適格繰延税金資産の金額に対する制約が大きくなる。 [21:  	一部の国・地域では、適格繰延税金資産が現金還付または売却可能政府証券の形式で実現するかどうかは、計算式に依存しており（銀行の報告損失の株主資本に対する比率など）、実現に長期を要する場合がある。]  [22:  	銀行がCET 1資本比率を報告していない場合、資本比率として（TCE算入上限考慮前のTCE － ムーディーズの適格繰延税金資産）/ リスクアセットを用いる。]  [23:  	ムーディーズは、銀行が破綻した時点を表す基準として5.125%を用いる。この水準は、バーゼルIII自己資本規制において銀行が「実質破綻」した時点とみなされるCET 1 資本比率と一致しており、ムーディーズが銀行格付手法に基づいてコンティンジェント・キャピタル証券を格付する際に、実質破綻時を判断する基準として用いる自己資本水準とも一致している。この格付手法、他のセクター格付手法、およびクロス･セクター格付手法へのリンクについては、本稿の「関連リサーチ」のセクションを参照されたい。] 


(1 - 5.125%/報告CET 1資本比率) x ステップ1で算出したムーディーズの適格繰延税金資産の金額

ムーディーズの適格繰延税金資産が5年以内に転換されて実現し、その金額が国内法で規定された比率の制約を受けない国では、ステップ1で算出したムーディーズの適格繰延税金資産の全額をTCE算入上限から除外する。

ステップ3: ステップ2で算出したTCE算入上限から除外されるムーディーズの適格繰延税金資産の金額を、貸借対照表の繰延税金資産の項目から控除し、貸借対照表の「その他資産」の項目に分類変更する。繰延税金資産の項目に残存する金額は、ムーディーズの銀行格付手法に基づくTCEの算出において、TCE算入上限の適用を受ける。

損金算入可能なのれんとその他無形資産に係る繰延税金負債

会計報告上の問題点

損金算入可能で税務上償却されるのれんに起因する節税効果は、米国会計基準でも国際会計基準でも認識されない。のれんの損金算入を行った場合、会計上は、法人税の節税額に相当する金額について、各期において貸借対照表上の繰延税金負債に計上することが求められる。

そうした法人税の節減は、事業結合が課税取引である場合に発生する。そうした場合には、のれんは通常、損金算入が可能である。例えば、米国では損金算入可能なのれんは税務上、15年で償却される。これによって支払税額が減少するため、各年に経済的利益が生じる。しかし、その経済的利益は繰延税金負債として累積するため、各行の資本額に反映されるわけではない。

ムーディーズの分析上の対応

財務報告上は、のれんの損金算入による節税分はそれと同額の繰延税金負債を計上することによって相殺される。そのため、繰延税金負債は償却に伴って毎年増額することになる。従って、財務報告上は、支払税額の減少に起因する経済的利益を本質的に考慮していない。

また、繰延税金負債は、事業結合で取得したその他無形資産からも発生する。ムーディーズでは、TCEを計算する際、のれんとその他無形資産を控除する（これらの価値は変動しやすく、清算時には、しばしば無価値化するため）。そのため、関連する繰延税金負債もまた控除することになる。

ムーディーズの調整では、まず損金算入可能なのれんとその他無形資産に起因する繰延税金負債を、それぞれ対応する無形資産残高から控除する。その後の残高のみを株主資本から控除してTCEを算出する。

この調整は銀行にとってプラスとなるため、対応すべき繰延税金負債が開示財務諸表に明確に記載されている場合にのみ行う。

ムーディーズの財務調整方法

損金算入可能なのれん、ならびに事業結合から発生するその他無形資産に起因する繰延税金負債額を、それぞれ対応する資産簿価と貸借対照表上で相殺する。

少数株主の非支配株主持分に帰属するのれんとその他無形資産

会計報告上の問題点

部分買収（非買収企業の支配持分の100%未満の買収）では、非支配株主持分は、取得された無形資産の一部または全部[footnoteRef:24]に帰属する価値に含まれる。ムーディーズはTCEを算出する際に株主資本から無形資産を控除し、また別途、非支配株主持分を株主資本から控除するため、調整を行わなければ無形資産の非支配株主持分を実質的に二度控除していることになる。そのため、調整が行われなければ、TCEの適切な算出値より低くなる。 [24:  	米国会計基準では、のれんを含む全ての無形資産の価値に非支配株主持分が含まれている。この取り扱いは国際会計基準でも適用されることがある。ただし、国際会計基準では、非支配株主持分が、のれん以外の全ての無形資産に含まれる会計上の取り扱いを認めている。 ] 


ムーディーズの分析上の対応

TCEを適切に算出するため、のれんの報告価値およびその他の無形資産からの非支配株主持分の控除については調整が必要である。

ムーディーズの財務調整方法

非支配株主持分に帰属するのれんとその他無形資産の額が財務諸表の脚注に明確に開示されている、または合理的に判断できる場合、ムーディーズはその額を、報告されている非支配株主持分と相殺する調整を貸借対照表で行う。調整後貸借対照表では、のれんとその他無形資産、および非支配株主持分の双方が減少する。

ソブリン債務証券のリスクウェイト[footnoteRef:25] [25:  この標準的調整は銀行のみに適用し、証券会社や保険会社には適用しない。] 


会計報告上の問題点

バーゼルIIの枠組みの下での標準的手法では、ソブリンの信用力に応じて、銀行が適用するソブリン債務に適用されるリスクウェイトが定められている。しかし、バーゼルIIの枠組みで認められているように、一部の国・地域の規制当局は、自国および他の一部の国が発行するソブリン債務証券については、より低いリスクウェイトの適用を認めている。こうした適用により、異なる国・地域の銀行間でのリスクアセットの比較可能性の低下と、銀行の投資ポートフォリオにおけるリスクの過小評価につながっている。

ムーディーズの分析上の対応

ムーディーズは、銀行が投資するソブリン債務証券のリスクウェイトが、バーゼルIIの標準的な枠組みで求められている水準より低い場合には、それを引き上げる調整を行う。

ソブリン債務証券に適用されるリスクウェイトに関する規制当局の裁量は、リスクアセットのグローバルな一貫性および比較可能性に関わる最も重要な問題のひとつである。その他にも、比較可能性を低下させるような規制上の慣行、銀行固有の慣行は多数あるが、開示情報が限定的である場合や、算出が複雑である場合には、それらに対する標準的調整はおおよそ困難となる。ただし、国・地域の規制当局の容認や特定の銀行の慣行がグローバル比較でどのような差異を生じるのか判別できる場合には、リスクアセットについてアナリストが任意で調整を行う場合もある。

ムーディーズの財務調整方法

ムーディーズは財務諸表自体は調整せず、ムーディーズの主要指標の入力項目であるリスクアセットを調整する。調整では、銀行の投資対象についての報告リスクアセットを変更し、次の表の通り、バーゼルII基準のリスクウェイトを適用して算出したリスクアセットに置き換える。

		バーゼルII標準的リスクウェイト－保有ソブリン債務



		Aa以上

		0% 



		A 

		20% 



		Baa 

		50% 



		Ba 

		100% 



		B 

		100% 



		Caa以下

		150% 



		格付なし 

		100% 






銀行が、標準的アプローチではなく、（国・地域の規制当局の裁量による引き下げもなく）ソブリンエクスポージャーのリスクウェイトについて適切な内部格付(IRB)モデルを用いている場合には、調整の必要はない。

保険会社のみに適用される標準的調整

オペレーティング・デット

会計報告上の問題点

ムーディーズは、オペレーティング・デットは金融負債よりはるかにレバレッジが効くと考えており、金融負債（財務レバレッジおよびトータルレバレッジの分子に含まれる）とオペレーティング・デット（トータルレバレッジの分子に含まれる）を区分している。オペレーティング・デットの例としては、利差益を得るための事業に係る投資資金や、豊富な法定準備金を支えるための担保資金を確保するための資金調達があげられる。

オペレーティング・デットは企業の資本構成の一部とはみなされず独立しており（それに対応する資産がある）、平易に現金化でき（資産と負債が適切にマッチしている）、返済は必ずしも企業の他の資源によらない。会計基準では金融負債とオペレーティング・デットを区分しておらず、全ての債務を財務諸表上の1つないし2つの勘定科目（長期債務、短期債務）に統合している。

ムーディーズの分析上の対応

ムーディーズは、オペレーティング・デットは保険会社の資本基盤に対してレバレッジ効果を与えず、独立していると考えており、オペレーティング・デットを財務レバレッジ指標の分子から除去して財務諸表を調整する。また、オペレーティング・デットに係る資本を、財務レバレッジ指標の分母から除去することによって調整することもある。指標からのオペレーティング・デットの除去については、未調整ベースでトータルレバレッジ比率の10パーセントの「上限」が設けられている。すなわち、他の調整を除き、企業の財務レバレッジ指標（オペレーティング・デットと関連する資本を除去したもの）は、トータルレバレッジ指標（オペレーティング・デットおよび金融負債を含む）より10ポイント以上低くならない。その場合、オペレーティング・デットの調整は、上限を超えない最大額を限度に制限される。

ムーディーズの財務調整方法

貸借対照表

リコース・オペレーティング・デット：ムーディーズの調整では、財務レバレッジでは考慮されないがトータルレバレッジに含まれるオペレーティング・デットを区分するため、（通常の財務諸表に含まれる）オペレーティング・デットとみなされるものを金融負債と区別する。

また、発行体の資本の一部がオペレーティング・デットを支えているとアナリストが判断した場合、アナリストは、当該資本をrestricted equity 勘定（財務レバレッジの分母には含まれずトータルレバレッジには含まれる）に振り替える調整を行う。

ノンリコース・オペレーティング・デット：ムーディーズは、ノンリコース債務を、財務レバレッジにもトータルレバレッジにも含まれない勘定に振り替える。ムーディーズが、会計報告上の資本の一部がノンリコース債務を支えていると判断した場合、その金額をrestricted equity 勘定（財務レバレッジにもトータルレバレッジにも含まれない）に振り替える調整を行う。 

損益計算書

営業債務に係る利息が判別可能であれば、その支払利息を、ムーディーズの収益カバレッジおよびキャッシュフローカバレッジに含まれない特定のオペレーティング・デット利息勘定に振り分ける。

非標準的調整

標準的調整に加えて、ムーディーズは、根底にある経済的実態をより良く反映し、また、他社との比較可能性を高めるために、財務諸表に非標準的な調整を加えることがある。非標準的調整には、分席上の判断が大幅に含まれる傾向がある。例えば、信用分析を行うにあたり、より適切と考えられる推定または仮定を反映すべく財務諸表の調整を行う場合などである。また、各国の会計基準の差異、または国・地域における国際会計基準の解釈の差異が存在することが、信用分析に影響を与える場合にも、非標準的な調整を施すことがある。

ムーディーズは、開示情報または非開示情報に基づいて調整を行う。非開示情報は格付において考慮することがあるが、公表は開示情報として入手可能な情報のみに限定する。本稿に示す非標準的調整の例は以下の通りである。

非経常的・一時的な項目（銀行および保険会社）

認識されていない配当債務（銀行）

保険業務を行う銀行（銀行）

問題債権および貸倒引当金（銀行）

オフバランス取引（銀行）

リスクアセット（RWA）（銀行）

債務以外の負債の公正価値（保険会社）

会計基準固有の調整（保険会社）

法定会計処理の調整（保険会社）

分類変更調整（保険会社）

銀行および保険会社:非経常的・一時的な項目

非経常的・一時的な項目の効果により、財務データの主要トレンドについて誤った印象を与える可能性がある。例えば、非経常的で大規模な一時的取引を分離して検討しなければ、銀行の市場シェア、純利益、有形普通株主資本のトレンドについて誤った印象を与える可能性がある。

通常、ムーディーズは、非経常的および一時的な取引および事象を、MD&A（経営者による財政状態及び経営成績の検討と分析）を含む開示情報から把握する。また、こうした種類の取引について経営陣と議論し、その重要な項目をムーディーズが把握し、効果を適切に定量化できているのかを確認している。なお、ムーディーズが算出する主要財務指標では通常、特定された非経常的および一時的な取引の影響が除去されている。

ムーディーズは損益計算書を調整し、非経常的・一時的な所得、費用、損益の影響を純利益の下の特別損益項目に分類変更する。主要指標の算出には、特別損益項目は含まれない。

貸借対照表については、非経常的・一時的な項目が分析において重要、かつその影響が一時的である場合にのみ調整する（例えば、大規模な非継続事業資産を総資産から除去する）。

銀行:未認識の配当債務

一部の国・地域では、株主への配当は、その支払債務が発生した時点ではなく、支払時点ではじめて認識される。そうした支払債務は通常、配当の公表または承認時に発生する。そうした場合、ムーディーズによる調整では、銀行に支払債務が発生した時点で認識する。

銀行:保険業務を行っている銀行

保険業務を行っている銀行は、その業務を損益計算書上、次の2つの方法のいずれかによって報告している。一つは、営業利益の一部として総保険料収入を表示し、保険業務に係る費用を営業費用の一部とする方法である。もう一つは、これらの項目を別々ではなくネットして営業利益より下の一項目として表示する方法である。このような表示方法の違いは、効率性（事業比率）指標の大きな差異につながる可能性がある。そこで、銀行が前者の「グロス」ベースで大規模な保険業務の報告を行っている場合には、ムーディーズは保険業務費用と保険料収入を相殺する調整を行う。この調整によって効率性指標の比較可能性が高まる。

銀行:問題債権および貸倒引当金

問題債権は銀行の資産の質にかかる主要指標の一つである。

財務会計上および規制上の評価・開示方法が一貫していないため、問題債権を定義することは困難である。ムーディーズは、十分な情報がある場合には、米国における問題債権の測定方法に合わせる形で問題債権を算出する。それが、ムーディーズの信用指標を最適な形で算出する方法と考えている。ムーディーズは、以下の全項目の合計を米国における問題債権としている。

破綻先債権額・延滞債権額(Nonaccrual loans)[footnoteRef:26] [26:  	米国会計基準では、破綻先債権・延滞債権を、元利金の全額の支払いが見込まれない場合、債務者の財務状態悪化により収入を現金主義で認識する場合、債権に十分な担保が付されかつ回収途上にあるという状況になく元利金が90日以上延滞している場合（この場合は「90日以上延滞・未払債権」に分類される）と定義している。] 


3ヵ月以上延滞債権額(Loan past due 90 days or more but still accruing interest)

貸出条件緩和債権額(Restructured loan and leases)

一般的に、国際会計基準に基づき報告を行っている金融機関については、ムーディーズは、「毀損債権(Impaired Loans)」を問題債権の最も適切な指標と考えている。国際会計基準においては、以下を満たすものが毀損債権とみなされる。

毀損（すなわち損失事象(loss event))の客観的な証拠があり、かつ

その損失事象が、債権からの将来キャッシュフローの推定値に影響を与える。

損失事象(loss event)には次のものが含まれる。

発行体または債務者の深刻な財務難

利息または元本の不払いまたは遅延などの、契約条項への抵触

財務難に陥った借り手に対する貸し手からの経済的支援の提供

借り手が破綻またはその他の債務再編に陥る可能性の上昇

債権からの将来キャッシュフローの予測値が減少することが示唆される明白なデータの
存在

国際会計基準では、その適用の柔軟性から、十分に開示されていない前提に基づく報告もあるなど、比較可能性の面で問題を生じさせることがある。そして、このことは規制上の要請の差異によってさらに複雑になりうる。そうした場合、規制上要請されている開示内容には、国際会計基準に基づく財務諸表上の「毀損債権」としての開示内容よりも、米国での問題債権の定義により直接的に比較可能な情報が開示されることがある。そのような場合には、国際会計基準よりも、規制上の開示を使用することがある。

また、一部の国の特定の慣習についても考慮する必要がある。例えば、フランスおよびその他の一部の国の銀行では、債権を償却した場合には、当該債権を回収する法的権利が消滅してしまうことから、帳簿上の債権を長期にわたって維持しておく傾向がある。また、米国会計基準や国際会計基準を適用していない銀行についても、問題債権の報告額について、他の地域の銀行の数値との比較可能性が低くなる場合がある。米国の規制上の定義に基づいていない、または、国際会計基準の定義を適切に反映していない銀行の問題債権の開示額については調整を検討することもある。

資産の質を示す指標とされる問題債権比率を調整することに加え、ムーディーズは、貸借対照表上の貸倒引当金、および損益計算書上の貸倒引当金繰入額についても調整することがある。また、債権が毀損していると考えられる場合、受取利息の認識額を見直すことがある。こうした状況下においては、銀行が受け取る金額は元本返済とみなすほうがより適切であろう。例えば、建設業向け債権には、建設業者向けの現金準備金が含まれることがあり、建設業者の資金が払底した場合に、銀行の利息を「支払う」最後のとりでとして使用されることがある。その場合、債権は通常、毀損されており、銀行は利息はもとより、貸し出した元本に対する完全なリターンを最終的に受け取れない可能性がある。

銀行:オフバランスの仕組み

証券化商品発行体、およびその他の連結されていないオフバランス取引に起因する潜在的な影響およびその重要性の評価には、本質的な難しさがある。この問題は、開示財務報告に制約があったり、連結や分析のレベルが異なったり、開示が不明瞭で、その解釈が困難であったりすることによってさらに複雑化している。

ムーディーズは、それが適切と認められる場合には、オフバランス取引の全面的あるいは部分的な連結を選択する場合がある。これは各銀行の状況に基づいて判断され、分析上の高度な判断に基づくケースバイケースの措置である。この分析において考慮する事項には、銀行とオフバランスビークルとの契約関係の性質、当該ビークルによる資金調達が銀行のコア業務であるか否か、銀行が当該ビークルにサポートを提供する可能性、ビークルのデフォルトが銀行の市場へのアクセスまたレピュテーションに与える影響が含まれる。

なお、オフバランスのエクスポージャーを連結する会計処理は複雑なことが多く、分析上の高度な判断が必要となることが多い。

銀行：リスクアセット（RWA）[footnoteRef:27] [27:  この調整は銀行のみに適用され、証券会社やファイナンス・カンパニーには適用されない。] 


ソブリン債務証券のリスクウエイトに関する標準的調整で説明したように、リスクアセットについては多様な規制上の算出方法や銀行固有の算出方法が存在するために、銀行間の比較可能性が損なわれることがある。開示上の制約や、算出の本質的な複雑性は通常、標準的調整を阻む要因となるため、一部の事例では非標準的調整を行うことがある。とりわけ、国・地域の規制上の取り扱いや、銀行の慣行により、グローバルな競合との間で、報告されたリスクアセットに大幅な差異が生じる。そうした発行体については、銀行が報告したリスクアセットを、グローバルスタンダード（バーゼル規制の枠組み）で用いられる方法に従って算出したものに差し替えて調整を行う。

保険会社:債務以外の負債の公正価値

保険会社が報告する一部の保険債務（変額保険契約に組み込まれている一部の保証を含む）は公正価値で計上されており、公正価値の変化は純利益に影響を与える。

保険会社の信用力悪化の影響は、公正価値には影響を与えるが、保険債務の契約額には影響を与えない。従って、十分な情報開示があれば、保険会社の財務諸表を調整し、保険会社の信用力の変化が保険債務の公正価値に与える影響を除去し、またその影響を純利益からも除去する。

保険会社:会計基準に固有の準備金の調整 

保険事業に関する統一された包括的な会計基準が存在しないため、保険契約準備金はさまざまな国・地域のルールに基づいて算出されている。保険契約準備金を統一基準に完全に調整するには情報開示が不十分だが、多くの場合、一部の準備金または負債は保険会社の貸借対照表に明確に開示されている。これらが負債として実態に合わないと判断した場合は、税引後ベースの額を財務諸表の負債の部から除去する。




その例は以下の通りである。

		
調整

		国/地域

		調整方法



		未割当分配可能
剰余金(Unallocated Divisible Surplus (UDS))

		英国

		英国の生命保険会社が会計報告する負債（従来、”Fund for Future Appropriations”と呼ばれていたもの）。ムーディーズはその一部（UDS Realistic Surplus）を、運用損失を吸収する負債であるため、資本に類似するものとみなし、その額を資本に分類変更する。



		払戻積立金(Provision for Premium Refunds (RfB) )

		ドイツ

		上記のUDSと同様、ムーディーズはこの負債の一部を、投資資産の価格変動を吸収する能力を有するゆえ、資本とみなし、資本に分類変更する。



		異常危険準備金、
平滑化準備金、危険
準備金、安全準備
金等(Catastrophe, Equalization, Contingency, Safety Reserves, etc. )

		日本、欧州諸国、中南米諸国

		一部の会計基準では、準備金は将来の大規模な損失に対するバッファーとして計上される。米国会計基準および国際会計基準では、短期契約の未発生事象に対する準備金は、将来の損失に対するものではないとして、通常資本として認めていない（ただし、未経過保険料準備金はその限りでない）。ムーディーズはそうしたバッファーを資本の一部とみなすため、負債項目の(負債の部に属する)準備金を減少させ、資本を増加させる財務諸表調整を行う。



		価格変動準備金
(Price Fluctuation Reserve/ Market Value Adjustment Reserve )

		日本、ノルウェー

		一部の会計基準では、保険会社は運用ポートフォリオの潜在的な損失に対する準備金の計上が認められている。ムーディーズは、そうした準備金を資本の一部とみなして調整する。



		契約者配当準備金(Shareholders Profit Margins )

		オーストラリア

		オーストラリアの生命保険会社は、一部の事業について、運用益の20%を保険契約準備金に積み立てることが認められている。オーストラリアの国際会計基準では、この運用益を該当する保険契約の満期まで利益として計上し、残りを負債として計上することとしている。ムーディーズはこの負債を資本に類似するものとみなして、負債を減少させて資本を増加させる調整を行う。



		責任準備金の割引(Reserve Discount)

		オーストラリア

		オーストラリアの損害保険会社は、保険負債を割引後の価値で会計報告している。国際会計基準、米国会計基準、およびその他の国の会計基準では、損害保険会社の責任準備金は一般的に割引前の価値で報告する。オーストラリアの保険会社の割引後の責任準備金については、他の国・地域との比較可能性を高めるべく、割引の効果を除去して調整する。






保険会社:法定会計基準 

ムーディーズが格付を付与する米国の保険会社の多くは、米国会計基準に基づく財務諸表を作成していない。その場合、ムーディーズは、米国法定会計原則に基づいて作成された財務諸表を用いて分析を行う。米国法定会計原則は、多くの点で米国会計基準より保守的である。開示が限定的であるためデータを完全に調整することは困難だが、法定報告で十分なデータが提供されている場合には明確な調整を行う。

ムーディーズは、法定会計原則と米国会計基準には大きな差異があり、その調整に十分なデータがないため、完全な調整は不可能と認識している。調整を行わない差異の例としては、米国会計基準上、資産に含まれる繰延新契約費があるが、これは法定会計原則では資本計上されない。また準備金においても両者の差がみられる。一方、法定会計原則に基づいて開示された以下の項目については調整を行う。

		
項目

		調整方法



		資産評価準備金 
(AVR)

		資産評価準備金は、保険会社が現在保有する投資資産の将来潜在損失に対する準備金として、法定負債として計上されている。ムーディーズは、この負債の効果を法定財務諸表から除去する調整を行う。



		金利変動準備金 
(IMR)

		金利変動準備金は、満期前に売却された債券から発生する金利変動に伴う損益を、いったん準備金に繰り入れ、繰り延べ償却するものである。ムーディーズは、この金利変動準備金の効果を法定財務諸表から除去する調整を行う。





保険会社:分類変更調整 

保険会社については、各国の会計基準に基づく表示の差異に対処すべく、以下を含む分類変更も行う。

		調整

		国/地域

		調整方法



		再保険のグロスアップ

		米国会計基準、中南米

		米国会計基準および国際会計基準では、保険契約準備金は再保険への出再分も含めてグロスベースで会計報告されている。例えば、保険金請求者または保険契約者に対する保険債務がグロスベースで負債として計上され、同時に再保険者への出再分に相当する準備金が資産として計上されている。

一部の会計基準では、準備金はネットベースで会計報告され、出再分の準備金は貸借対照表の負債の項目内で全体の準備金と相殺される。ムーディーズは、この相殺を行わず、出再分の準備金も貸借対照表上にグロスアップする。



		タカフル（Takaful：
イスラム保険）の
会社間相殺 

		中東

		タカフル（イスラム保険）の保険会社について、構造上主に考慮すべき事項として、保険契約者のための独立基金の維持が挙げられる。これは、保険契約者が相互扶助組織に属していることを担保する目的で設けられている。

ムーディーズは、独立した保険契約準備金を貸借対照表および損益計算書上で統合し、会社間の取引を消去する。



		実現益に対する税

		米国法定会計原則 

		米国法定会計原則では、投資の実現益は適用される税の控除後の額で計上される。米国会計基準および国際会計基準では、実現益はグロスベースで計上され、適用される税は法人税として計上される。米国法定会計原則に基づく保険会社については、キャピタルゲイン税を実現益から法人税に振り替える調整を行う。






関連リサーチ

クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一定の状況では、信用格付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法のリストはこちらを参照されたい。

信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、こちらを参照されたい。

さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
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