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はじめに 

本稿では流動性リスクを評価する際のムーディーズの分析手法を説明する。本分析

の基本となるのは、発行体の手元現金がどれくらいあり、資金がどれくらい創出される
か、そしてそれに対応する事業、投資、債務返済、その他の使途の資金需要がどのよ

うに推移するかを、通常、短期の将来について見通し、これを更新していくことである。
流動性リスクの分析は、基本的な発行体の長期の信用力分析の一部となる。発行体

の流動性の状況が極めて弱く、回復が困難とみられる場合、あるいは発行体の流動
性の管理方法が競合企業に比べ、アグレッシブであると考えられる場合、ムーディー

ズはこれを長期格付に反映する。また同様に、低格付の発行体が潤沢な流動性を有

し、それがデフォルトに対する十分なバッファーとなる場合には、低格付で流動性がよ
り低い発行体よりも、（他の条件が等しい場合）格付の下支えとなる可能性が高い 1。

なお本格付手法は、金融機関以外の企業発行体、インフラ企業の発行体、および主
たる格付手法が流動性の扱いを規定していない一部の金融機関発行体の格付に、

グローバルに適用される。 

 

 

1  流動性はしばしば格付に重要な影響を与える一方、信用力の状況が類似した発行体同士の比較では、

さほど大きな影響を与えないこともある。たとえば、流動性が著しく低く、それがデフォルト・リスクを高

める要因となる場合には、格付に大きな影響を与えうる。しかし、信用力の状況が似通った二つの発

行体があり、一方の流動性の状況が良好で、他方の状況が極めて良好である点が唯一の違いとなる

場合には、二社の格付は同じになるかもしれない。ただし、両方が低格付の発行体である場合は、流

動性がデフォルト・リスクの重要な差別化要因になることが多い。 

本クロス・セクター格付手法は、2000 年 1 月に発行された“Moody’s Approach to 
Adequacy of Liquidity Risk Insurance”（日本語版「「流動性保険」の適切さの評価に
関するムーディーズの手法」2010 年 9 月 30 日発行）に代替し、2002 年 9 月に発

行された “Speculative Grade Liquidity Rating”（本格付手法の発行により取り下げら
れる）を併合するものである。今回の更新は、投資適格等級および投機的等級の

発行体の流動性の評価に対するムーディーズの分析手法の透明性を高め、包括
的に解説することを目的とする。 
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流動性リスクの評価は信用分析の重要な一面であり、ムーディーズの格付を支える多くの考慮事項
の一つとなる。しかし、流動性が信用リスクの差別化に有意な影響を与える期間は極めて短期に限

られることが多い。流動性の逼迫は、しばしばデフォルトを誘発することがあるものの、外的ショックや
詐欺のようなケースを除けば、デフォルトの根本的な原因は、ほとんどの場合、バランスシートを許容

不可能なまでに悪化させる業績の不振か、過剰なレバレッジである。通常は、流動性が悪化する前
に業績の不振や過剰債務が発生する。そのため、業界別の格付手法では通常、流動性よりも、デフ

ォルト前のかなり早い段階でデフォルト・リスクを予測するのに有効な、事業プロファイルと財務指標に

注目する。また、将来の資金源と資金需要や発生時期に影響を与える要素は多い。これらは例えば、
現金の使途やその水準を経営陣がどのように考えるかについての見通しなどである。こういった考慮

事項があるため、流動性の評価は純粋に定量的なものに留まらず、様々な変動要因を加味した複
雑な作業になることがある。 

ムーディーズの流動性リスク分析手法における基本方針 

以下では流動性リスク分析の際のムーディーズの基本方針について説明する。 

流動性分析では定量的手法と定性的手法の両方が用いられる。分析は、通常、現預金、短期運用
資金、コミットメントのある銀行借入枠といった項目を、短期債務やプット・オプション付債券など１年

以内に満期が到来する債務と比較することから始まる。高い投資適格の格付を持つ発行体で、この

結果が十分である場合、あるいは営業キャッシュフローが潤沢か、発行体が調整可能な現金支出
項目（現金配当や自社株買いなど）が多額に上るような場合には、格付委員会はこの最初の評価の

みで十分とみなすことが多い。このような発行体は、クッションとなる十分な現金残高を有するか、あ
るいは必要に応じて現金支出を調節できる余地が大きいからである。 

その他の発行体については、通常、向こう 4 四半期（場合によってはより長期）に予想される資金源

と資金需要を比較する。資金源には、営業キャッシュフロー、貸借対照表上の現預金、短期運用資
金、コミットメントのある信用枠（銀行借入枠など）の残高などが含まれる。資金需要には、一般に、設

備投資やその他投資（公表された買収を含む）、債務返済、配当、自社株買いが含まれる。 

両者を定量的に比較した結果を基に、財務流動性をさらに定性的にも評価し、ストレスに対する発
行体の潜在的脆弱性を検討する。ここでいうストレスとは、発行体の将来の資金源を減らしたり、ある

いは発行体が、配当、設備投資、買収、自社株買いを減らすこと等で将来の資金源を維持したり、

資産売却、債券・株式の発行等により資金源を増やしたりする能力や意思を減退させる事象である。
さらに、出発点となる定量分析では市場からの調達を除外するが、定性的評価では、発行体が十分

な流動性を維持・回復するために資本市場または銀行市場にアクセスする能力と意思を考慮する。
たとえば、担保付債務のない資本構成を持つ高格付の発行体は、市場で資金が逼迫したり、発行

体自身が問題を抱えているときでも、担保付債務を発行し、市場から資金調達ができるだろうと考え
ることができる。 

分析は発行体単独の資金創出とコミットメントのある資金源を基に考え、市場調達は通

常想定しない 

定量的アプローチでは、通常、向こう 12 ヵ月間は市場調達がないと想定し、単独で創出する資金と、

コミットメントのある資金源に基づいて分析を行う。市場調達を想定しないというのは、高格付の企業
発行体には、ほとんどの場合、非現実的に厳しい想定だが、分析の標準的な出発点にはなる。また

低格付の企業発行体については、ストレスがかかった際、市場調達ができなくなるというムーディー
ズの一般的な想定と一致する。 

キャッシュフローの変動性および代替流動性の評価 

通常、ムーディーズの流動性評価は、ベースケースにおける短期の資金源と資金需要を比較し、環

境の悪化が発行体の今後の資金水準に与える影響を考慮する。たとえば、ストレスがかかった場合
の追加資金需要を考え、そのような状況で、発行体が資金の支出を抑制したり、資産証券化や資

産売却などで新たに資金を捻出することで、これを乗り切る能力を検討する。発行体の事業内容や

業界の理解は、発行体の流動性の耐久性を評価する上で欠かせない。発行体の流動性に対する
ムーディーズの評価は、最終的には、予期せざるショックが吸収できるクッションの厚さによって決ま

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/
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る。事業環境が悪化した時に流動性需要に柔軟に対処する能力は、通常は投資適格等級の発行
体の方が、投機的等級の発行体よりもはるかに高い。 

借入契約がどれくらい信頼できるかが重要 

企業の流動性を評価する際、重要な点の一つは、銀行のバックアップ・ラインがどれくらい頼りにでき

るかである。銀行のクレジット・ラインを評価する際には、いくつかの契約条件が重要な意味を持つ。
たとえば、銀行が資金提供を停止する根拠となる条文には注目するべきである。それらは、コベナン

ツ、財務状況の大幅な悪化（Material Adverse Change、MAC）条項、貸出銀行の財務基盤、融資枠
の終了日、複数年契約あるいは 364 日リボルビング信用枠の更改手続きなどである。通常、融資枠

からの実行手続きや、融資枠が提供される地域とその通貨を確認し、さらに他の調達手段からいか
に迅速に調達が可能かも考える。 

ムーディーズは、企業の財務が悪化して財務制限条項への抵触が近づいた場合、信用枠へのアク

セスは急速に失われる可能性が高いと考える。貸出人のコミットメント・ラインが未使用の場合、その
ようなリスクは特に深刻になる。回収すべき融資残高が存在しない場合、貸出人は財務状況が悪化

した企業への直接の与信を回避しようとする可能性が高いためである。 

流動性のサポートが必要とされるような状況になると、市場の信認を喪失することで急速に深刻な流
動性危機に陥ることがありうる。市場の信認の喪失は、流動性危機から支払能力の喪失に向かう悪

循環をも招きかねない。 

流動性借入枠の評価については、付録 1 でより詳しく解説する。 

コマーシャル・ペーパーの発行体についての特別な考慮事項 

コマーシャル・ペーパーなどに短期格付を付与する際には、流動性が特に重要な分析項目となる 2。
通常、高格付のコマーシャル・ペーパーの発行体は、満期が到来したコマーシャル・ペーパーをコマ

ーシャル・ペーパーの新規発行でリファイナンスする。イベントの発生によって、突然資本市場や信用

市場で資金調達の途が閉ざされることは、そのような発行体にとって深刻なリスクとなる。最高格付
の Prime-1 を付与されたコマーシャル・ペーパーの発行体の流動性の状況は、一般に、極めて強固

である。これは通常、以下のような要素で支えられている。最低でも短期債務の総額（予想されるコ
マーシャル・ペーパーの最大発行予定額）に相当するコミットメントのある銀行信用枠による代替流

動性が確保されていること、コマーシャル・ペーパーの発行市場における同日内資金へのアクセスが
あること、借入人の財務状況に大幅な悪化（material adverse change）がある際に制限条項がないこ

となどである。また、現金や現金に近い運用資産の一部が長期間、安定的な水準に維持され、即時

利用可能な場合も、流動性分析上プラスの評価要因になる。流動性に関する財務方針が、ややア
グレッシブとみられる場合、短期格付だけでなく長期格付の引き下げにもつながりうる。 

格付が低位になるほど流動性の重要性が増す 

投機的等級の発行体は、デフォルト確率が投資適格等級よりも高いため、経営悪化を察知するため
に流動性リスクの評価が欠かせない役割を果たす。格付が低くなるほど、流動性の重要性が高まる

（投資適格等級の発行体の間では流動性が重要な差別化要因とはならないことが多い）。そのため、

投機的等級の発行体の流動性の分析は通常、より詳細なものになる。ムーディーズの投機的等級
の発行体に対する流動性評価（Speculative-Grade Liquidity、SGL）の枠組みでは、4 つの重要な流

動性の構成要因、すなわち自社で創出する資金、コミットメントのある外部資金調達、コベナンツの
遵守状況、および代替流動性を個別に分析する。ムーディーズは、この流動性評価の枠組みに基

づき、一部の企業については SGL の評価と要因ごとのスコアを公表している。SGL 評価は、発行体が
創出する資金とコミットメントのある外部資金を合わせた現金創出能力を、向こう 12 ヵ月間の資金需

要と比較し、発行体の相対的な位置づけについての意見を表したものである。SGL 評価は信用格付

                                                                        
2  短期格付に関するより詳細な説明は、ムーディーズの短期格付の格付手法を参照されたい。セクター別格付手法とクロ

ス・セクター格付手法、および「格付記号と定義」は、本稿の「関連リサーチ」のセクションに掲載したリンクから入手できる。 
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ではなく、SGL の分析枠組みから導かれる評価の指標である。SGL の分析枠組みは固有の流動性に
のみ注目するもので、長期格付の付与にムーディーズが用いる分析方法とは異なる。 

投機的等級の発行体に対する流動性評価手法は、格付がより高い発行体に適用される手法と基

本的には同じだが、より詳細なものになる。SGL の枠組みは、固有の流動性にのみ注目し、短期債務
の返済のため市場からの資金調達は行なわないとの前提に基づいている。また、発行体は既存借

入契約の財務コベナンツを修正できないと想定する。SGL の枠組みでは一般に、向こう 12 ヵ月に期
限が到来する債務と、発行体のフリーキャッシュフロー3、手元資金、コミットメントのある外部資金調

達源を比較し、その評価を反映する。コミットメントのある外部資金調達には、コミットメントのある銀行
信用枠と、その他のコミットメントのある資金調達源（証券化調達枠など）が含まれる。SGL 分析では、

発行体がコミットメントのある調達枠に継続的かつ混乱なくアクセスできる能力を評価する。SGL の枠

組みに関する詳細な説明は付録 2 に掲載した。 

                                                                        
3  フリーキャッシュフローは、運転資本、配当、設備投資への資金投入を控除した後のキャッシュフローである。 “Moody’s 

Basic Definitions for Credit Statistics (User’s Guide)”を参照されたい。本稿の「関連リサーチ」のセクションに掲載されたリン

クから入手できる。 
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付録１ 流動性調達枠の評価 

本付録は、代替流動性契約の評価にムーディーズが用いるアプローチを詳しく記述し、広く用いられ

る関連契約で見落としやすい、いくつかの注意点について説明するものである。本セクションでは、コ
マーシャル・ペーパーのバックアップ・ラインと、全ての格付レンジの企業の短期借入枠を考察対象と

する。 

短期借入枠を評価する際には、一般に、次に述べる事項が最もネガティブな影響を与える。 

MAC 条項など、貸出義務を回避する条項：バックアップ・ライン契約に含まれる財務状況の大幅な
悪化（MAC）条項、重大な訴訟（MAL）条項、財務制限条項などの、貸出義務の回避に関わる条項

は、代替流動性の原資としての信用枠の有効性を大きく損ねる場合がある。MAC 条項や MAL 条項
が行使されると信用枠が利用できなくなる。 

業績コベナンツと財務コベナンツにおける余裕のなさ：業績コベナンツの内容、および財務コベナン

ツにどの程度の余裕があるかは、信用契約の強さを決める重要な要因になる。たとえば、財務コベナ
ンツへの抵触が迫った企業は、財務状況の悪化につれて、信用枠の未使用部分を利用できる可能

性を急速に失いかねない。 

市場の信認の喪失： 貿易金融・銀行取引、債券市場や株式市場であらゆる種類の信用が同時に

収縮して悪循環が発生した場合など、市場の信認の喪失が短期間に流動性危機を招くことがある。 

当該法域において同日資金が利用できない： 借入が適切な法域で直ちに利用可能かどうかは、企

業の代替借入手段を評価する際、重要な注目点のひとつである。たとえばコマーシャル・ペーパーの

発行体は、満期日に市場で借り換えられなければ、通常、全ての発行地域でコミットメントのある銀行
借入枠から同日に資金を調達する準備ができている。 

銀行との取引関係が脆弱： 短期資金の調達源の評価では、発行体と銀行の取引関係が良好で安

定しているかどうかを考慮する。貸出人が契約上の貸出義務の履行を回避する可能性は、貸出人
の貸出枠の中の貸出残高によることが多い。すなわち、貸出人が提供した貸出枠から貸出が実行さ

れておらず、保全すべき既存ローンが存在しない場合、貸出人は財務難に陥った企業に直接的な
与信残高を抱えるのを回避する可能性が高くなる。銀行と企業の関係は多岐にわたり、また銀行は

クレジット・デフォルト・スワップなど様々なヘッジ手段を用いることがある。それらも銀行の行動に影響
を与える。 

二者間の銀行借入枠の契約： 企業は、個別の銀行との間で借入枠の契約を締結する場合がある。

そのような契約は二者間借入枠契約と呼ばれ、複数の銀行との間で調印されている場合には、企

業が経営難にある時に大きな不安定要因となり、流動性危機の影響を増幅する可能性がある。 

バックストップ・ファシリティの質の評価 

企業の流動性を補う借入枠にどれくらい信頼が置けるかは、市場がストレスに晒された時期や企業

が経営不振に陥った時期に、それらの借入枠からどれくらい資金を引き出せるかによって決まる。一
方、代替流動性を提供する契約には、企業の信用力が悪化したときに、流動性の提供者が貸出義

務の履行を免れるのを可能にする条項が含まれることが多い。MAC 条項、財務制限条項など、バッ

クアップ・ライン契約に含まれる、資金提供を拒否できるようにする条項は、代替流動性原資として
の借入枠の有効性を（完全に消滅させないまでも）大幅に減じることがある。 

そのため、企業と銀行の取引関係の安定性、および契約書に盛り込まれたコベナンツは、流動性分

析上、極めて重要な考慮事項となる。重要な考慮項目には次のようなものがある。 

» 借入枠の種類 

» 当該国・地域において銀行取引の慣行や企業との取引関係がどのようなものか 

» 貸借契約（あるいは当該企業の既存インデンチャー）に記載される、借入の実行を阻む可能性

となりうるコベナンツ 
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一般にムーディーズは Baa 格以下の企業に対して、A 格以上の企業よりも、資金需要と比較して高
い水準のコミットメントのあるバックアップ・ラインと厳密な契約書を期待する。高格付企業のバックスト

ップ・ファシリティのコミットメント期間は短い（364 日など）ことがあり、低格付の企業のそれは通常複
数年にわたる。期間が長ければ絶対値でみたバックアップ・ラインはその分強いと考えられるが、一

方で高格付の企業は資金需要のコントロールの面ではより高い自由度を有しており（自社株買いの減
額による調節など）、また市場資金調達力も安定しているとムーディーズは認識している。流動性補

完のためのバックアップ・ラインの期間が 364 日の場合には、通常、その企業が期日よりどの程度前

にこれを更新するかを確認する。さらに、364 日の借入枠には、幾つかの条件をクリアすれば、借入
人に借入枠延長のオプションを与えるものがある。条件には借入枠の提供者が延長に同意すること

などを含む場合もある。それらの借入枠が更新されない場合、借入人は使用残高の一部あるいは
全部を 1 年間のローンに切り換えることができる場合が多い。 

銀行借入契約の種類 

次に示すのは、典型的な流動性補完用のバックストップ・ファシリティを、ストレス時において信頼性
が高い順に並べたものである。銀行との契約は、これらのバックアップ･ラインが組み合わさった形で

なされることが多い。ムーディーズは、それらの状況を評価し、借入人の全体的な信用力の判断に
使用する。 

» 多数の銀行で構成されるシンジケート団との契約に基づく、複数年にわたる貸出コミットメント。銀

行団に対し法的拘束力があり、貸出義務を回避できるような条項がない。これらは、一般に最も

確実なコミットメントの形態である。 

» 銀行団に対し法的拘束力はあるが、MAC の不在証明など借入実行に重要な付帯条件が付く、

契約に基づくコミットメント。MAC 条項は、借入人の財務力に影響を与える重大な変化があった

場合、銀行がこれに基づいて貸出実行を停止できる。業績コベナンツや財務コベナンツにどれく

らいの余裕があるかも同様に重要な事項となる。 

» 単独の銀行との契約に基づく複数年の貸出コミットメント。一般的に、単独の銀行との二者間契

約では、貸出義務の消滅要因に抵触したと銀行が主張するのをためらうような要因はほとんど

ない。たとえば MAC 条項には通常、借入人の財務力を悪化させる事態の変化が大幅かどうか

の判定に一定の裁量が入り込む余地がある。多数の銀行が参加するシンジケート契約では、他

の銀行が同意しなければ、通常、MAC 条項は発動されない。 

» コミットメントがあるが、銀行が比較的短期の事前通知で（数ヵ月前など）解約可能なエバー・グリ

ーン・ファシリティ、あるいは会社側にも知らされているが、法的なコミットメントがない信用枠で、

銀行が手数料を受け取る形式のもの。信用枠は、契約に基づかない（コミットメントのない）、単

に貸出意思が表明されただけの銀行の与信枠である。 

企業が使用するその他の信用枠で、通常より確実性が低い流動性サポートには以下がある。 

» 銀行に手数料を支払わない信用枠 

» 銀行の内部管理用の限度額 

» 銀行との強い取引関係に基づく追加的な借入能力で、明示が可能なもの 

» ファクタリング契約 

» ベンダー・ファイナンス 

コベナンツの分析： 与信契約書に全幅の信頼を置いてはいけない 

コベナンツによってバックストップ・ファシリティが中断されるケース 

与信契約の標準的なコベナンツによって流動性調達能力が中断されることがある。コベナンツ遵守

の証明書を審査する際、貸出人は遵守の確認にとどまらず、コベナンツに抵触して契約上のデフォ
ルトとなり、貸出の延期や停止が可能になるまでの余裕がどれくらいあるかを検討する。銀行はその

ように企業がコベナンツの抵触に近づいたかどうかをモニターし、コベナンツ抵触の可能性を評価し
た上、それに沿った行動をとる。コミットメントのある貸出枠の利用可能額に一定の条件があり、これ

によって発行体の調達可能額が実質的に減額されることもある。たとえば、コミットメント自体が有効
であっても、財務コベナンツや、担保となる売掛債権や在庫の水準によっては利用可能額が制限さ
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れることもある。たとえば、リボルビング借入枠が 1 億ドルあったとしても、5 千万ドル以上借り入れれば
コベナンツに抵触する場合には、実質的な借入可能枠は 5 千万ドルとみなせるだろう。 

与信契約には多くの、計算上の特別項目に関する特有のカーブアウト（例外規定）を含むことが多い

ため、ムーディーズは通常、契約書上のコベナンツの計算式に基づいて、コベナンツを遵守する際の
柔軟性が全体としてどれくらいあるかを検討する。そのためにムーディーズは、借入人にコベナンツ

遵守証明書とコベナンツ計算書、そして他のコベナンツが含まれている可能性のあるその他のファイ
ナンス契約書の写しを要求することが多い。 

コベナンツの抵触がなくても、特に借入枠が未使用の場合、貸出人は義務回避を図るかもしれない 

貸出人は、明白なコベナンツの抵触がなくても、契約に基づく貸出義務を回避しようとすることがある。

ムーディーズはそのため、場合により個別契約書の表明の内容を吟味する。 

貸出人がそれらの義務を回避しようとする可能性は、貸出人がコミットした金額の使用残高と反比例
する場合が多い。貸出人がコミットした金額が未使用で、守るべき貸出残高がない場合、貸出人は、

経営難に陥っている企業への直接のエクスポージャーをできるだけ回避しようとする。よって借入人
が財務コベナンツに抵触する可能性が高まっている時には、ムーディーズは、未使用の信用枠を流

動性原資とみなしながらも、その価値は大幅に低下したとみなすのが普通である。 

「同意が必要な貸出人」の比率が高い場合、コベナンツの修正は困難 

「同意が必要な貸出人」（あるいは「マジョリティ・レンダー」）とは通常、借入人のコベナンツ遵守義務
の免除や放棄、あるいは貸出実行の前提条件を免除するために必要とされる、一定比率（通常、総

額の過半または 3 分の 2）を構成する銀行を指す。多くの貸出人がいる信用枠では、その比率が高
ければ高いほど、借入人は十分な数の貸出人から必要な同意を取得するのが困難になる。反対に、

銀行側が借入人の期限の利益喪失を主張しようとする場合、この比率が高ければ高いほど、借入

人には有利に働く場合がある。必要となる銀行の数を集め、貸出義務を中断する同意や、未払の元
本について期限の利益を喪失させる同意を得るのがより困難になるためである。 

貸出人が借入人の表明に疑義を挟む可能性も 

貸出人は、貸出義務の履行を回避する手段として、借入人の財務状況の表明に疑義を挟むことが

ある。コミットメントのあるバックストップ・ファシリティ契約を有効にする条件の一つとして、実行前に借
入人の財務状況に関して特定の表明と保証を求める場合がある。一部の格付が高い借入人の場合

は、流動性保全のための信用枠の契約締結時にのみ、そのような表明を行なうが、より多くの、低い
格付の借入人は、借入の度に当初の表明を再確認し、再び表明を行なわなければならない。それら

の借入人は、既存の信用枠から借入を起こす毎に、契約書の表明の確認を求められ、貸出人は通
常、当該契約で定義される「借入条件の適合通知書」が提出された場合、貸出の履行義務を負う。

(これらの表明では通常、直近の会計年度末以降、会社およびその子会社の事業、資産、財務状況

に大幅な悪化（MAC）がなかったことを表明する。また表明は、重要な訴訟の不在の確認など特定
事項の開示に及ぶことがあり、そこでは借入人が個別企業として扱われることも、借入人と子会社が

一体として扱われることもある)。通常、表明は借入日当日までのものとされ、その性質上、予想を織
り込むものではない。ただし借入人は、その後、借入を行う際には、全ての条件を再確認することが

求められる。 

「借入条件の適合通知書」を入手した貸出人が、借入人の実際の信用力を懸念して、借入人の表
明能力に異議を申し立てることがある。借入人の財務が悪化した時期に、貸出人がコミットした信用

枠からの貸出実行を回避するためによく用いる手段として、信用契約に通常盛り込まれている規定
を行使して、借入人に追加情報を要求することがある。その追加情報を用いて貸出人が借入人の

表明に疑義を挟むのである。 

借入人の表明能力に対して貸出人が疑義を挟む可能性を考慮し、ムーディーズは通常、個別契約
の表明文言を注視する。 
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二者間の借入契約が複数存在する場合、流動性を一層逼迫させることがある 

企業は、各取引銀行と個別に信用契約を結ぶことを選択する場合がある。複数二者間契約と呼ば

れるそれらの契約は、経営難に陥った借入人を一層苦境に追い込み、流動性危機を悪化させるこ
とがある。ストレスのかかった状況下では、他の貸出人も同様の条件で柔軟に対応すると知らない限

り、一つの貸出人だけが柔軟に対応する可能性は小さくなる。信用力が悪化すれば、個別に契約を

結んだ貸出人のグループが共同歩調をとるのをやめ、借入人を危機に陥れる場合もある。 

一般的に環境が悪化した際には、ひとつの契約に基づいて、定められた負担比率にしたがって貸出
義務を負う貸出人グループのほうが、グループをとりまとめるマネージャーがおらず、個別の契約に

基づいた別々の貸出人が要請の度に条件を競い、資金を提供するようなグループよりも、流動性の
強い下支えとなるとムーディーズは考えている。 

貸出枠の即時性の評価 

企業の代替借入能力の高さを評価する際、貸出実行の即時性が重要な判定要因のひとつになる。

コマーシャル・ペーパーの発行を支える借入枠が十分かどうかを判定する際には、これがとりわけ重
要となる。高格付のコマーシャル・ペーパー発行体は通常、コマーシャル・ペーパーの期日にコマー

シャル・ペーパーを新規発行し、借り換える。市場でみられる標準的なバックアップ・ラインでは、発
行体がコマーシャル・ペーパーを借り換えられない場合、期日が到来するコマーシャル・ペーパーが

発行されたのと同一法域内で、十分な量の同日資金が提供される。 

コマーシャル・ペーパーの借り換えができなかった企業が、契約書に基づき適切な借入依頼書を提
出しなかった場合も、流動性危機に繋がりうる。資金決済のタイミングは、市場によって依頼当日の

場合も 2 日後の場合もある（決済の日付はディーラーが仲介するが、合意は発行体と投資家との間

でなされる）。一方、銀行と取り決められる、借入依頼から実行までの期間は、銀行ごとに異なる。こ
の期間がより厳しい条件であるほど、発行体の代替流動性の柔軟性は低くなる。たとえば、市場の一

般的な決済が 2 日後であっても（この場合、発行体は 2 日前にコマーシャル・ペーパーを再発行しな
い旨の通知を出せばよい）、これは必ずしも借入の実行まで 2 日の猶予期間があることを意味しない。

ムーディーズは通常、貸出人がたとえば 2 日前の借入依頼を要求する可能性があることも知った上
で、銀行との取り決めの細部を考慮して適切な猶予期間を判断する。 

期日と借入の実行日の関係を考える際には、発行市場と国境の問題にも留意する。例えば、コマー

シャル・ペーパーの発行体と利用する主要な銀行借入枠との間に、時差や銀行休業日、使用通貨
の違いがある場合には、資金が利用できるまでの流動性を提供するスイング・ライン（特殊な形式の

バックアップ・ライン）が必要となる場合がある。銀行が借入枠を提供する国とコマーシャル・ペーパ

ーを発行する国が異なる場合、発行国にスイング・ラインがあれば迅速な支払いを確保しやすい。通
常、それらのスイング・ラインは、ピーク時の償還額の数日間分の金額に対応している。加えて関係

市場の決済時刻によっても金額の増減が必要となる。 

流動性に関わる銀行取引の評価 

ムーディーズは通常、短期資金の調達能力を評価する際、貸出人の信用力および貸出人グループ
と企業の取引関係を考慮する。銀行との取引関係が強固かつ継続的であれば、貴重なサポート要

因となる。銀行取引の性質は時を経るごとに変化し、長年の取引関係に基づき貸出が行われている
というより、取引の収益性に基づいた関係となっている場合もある。銀行は、リスクウエイト考慮後の

貸出額と貸出先から将来予想される収益を考えながら、顧客との取引関係を定期的に見直す必要
がある。また銀行は、一定の地域、特に銀行が業務の中心とする市場より変動性が高い地域にどの

程度注力するかを、定期的に再評価している。そのためムーディーズは、銀行との取引関係は厳し

めにみる場合が多い。 

流動性を支える借入枠で最も強いものは、それまでの取引関係に基づいて設定され、さらに長期に

わたって信用力を補完し、手数料が支払われ、契約上の義務とされ、かつ貸出義務を免除するよう

な条項が全くかほぼ無い銀行借入枠である。ストレスのかかった状況下では、それまでの取引関係
に基づいて取引を行う貸出人の方が、純粋に商業ベースの貸出人や、各取引の成約を狙った貸出

人よりも、企業に流動性サポートを提供する可能性が高いとムーディーズはみている。とはいえ今後、
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伝統的な取引関係に基づいた資金調達を頼りにできる可能性は低下していく傾向にあり、契約に基
づく貸出義務が規定されていれば、それを埋め合わせることができる。また、相当額の融資残高を維

持してきた主要取引銀行は、借入人との関係を断つことが困難である。 

銀行が当該セクターに抱えるコミットメントの金額も重要である。過去には、特定の業界への貸出を一
時的に拒否した銀行もみられた。また、融資残高が法律で定められた貸出限度に近づいている銀行

は、コミットメントの追加にも限度を設けるだろう。 

その国の融資慣行に従った企業と銀行の関係の性質と歴史が考慮されることもある。たとえば、日
本では、契約に基づいて手数料を支払うバックアップ・ライン契約が結ばれることは余り多くない。日

本では、過去の取引関係が最も重要とみなされ、規制当局も時にはそれを後押してきた経緯がある。
市場や規制環境の変化に伴い、日本でもそのような取引関係は弱まる傾向にあるが、全体としては、

依然、他市場の契約に基づく関係と同等か、より強いとみられる。 

中南米の多くの国々では、コミットメントのある信用枠でも利用できないような場合があり、結果として、
発行体が自社の貸借対照表上に維持する流動性は、コミットメントのある借入枠を利用できる世界

の類似企業よりも多くなる傾向がある。 
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付録２ 投機的等級企業の流動性評価の概要 

投機的等級の企業の流動性リスクも、一般的な流動性評価の原則に沿って評価を行うが、分析内

容は、通常、より詳細になる。詳細の程度は様々だが、最低限、当該企業の保有現金、短期運用
資金、フリーキャッシュフロー、利用可能な銀行信用枠などの流動性原資を資金需要と比較する。

ムーディーズが投機的等級の発行体の流動性を評価するのに通常用いる手法、「投機的等級の流
動性（SGL）分析の枠組み」では、4 つの主要な流動性構成要因を個別に評価する。これらは、1)資
金需要に対応した企業自身の資金原資、2) コミットメントがある外部資金調達の利用可能額、3)コベ

ナンツの遵守状況、4)代替流動性である。各要因に対して 1（非常に強い）から 4（弱い）までの評価
をする。評価の予測期間は通常 12 ヵ月であるが、15 ヵ月まで延長する場合がある。 

SGL 分析の枠組みでは固有の流動性にのみ焦点を当てる。企業は流動性分析の対象期間内に新

たな資金を確保する目的で（あるいは既存債務の期限を延長する目的で）資本市場にアクセスでき
ないと想定する。また、銀行が自らコベナンツや他の契約条件の放棄や修正を行なって借入人の期

限の利益喪失を避け、企業が信用枠からの借入を継続できるようにすることはないと想定する。これ
らの想定は、不況時あるいは信用サイクル悪化の時期に、投機的等級の借入人が通常実際に経験

する環境をできるだけ再現するためである。固有の流動性にのみ焦点を当てるという前提は、長期

格付の付与に用いるアプローチとは異なる。後者では、市場調達の際のコストやその実現性、コベナ
ンツの修正などの想定は織り込まれている。 

SGL レーティング 

ムーディーズは、企業が向こう 12 ヵ月間に必要とする現金に対して、その企業自身が現金を創出す
る能力と、コミットメントのある外部資金源がどれくらい利用可能かについての相対的な評価を示す意

見として、投機的等級の流動性（SGL）レーティングを付与し、公表する場合がある。SGL レーティン

グは、信用格付とは異なり、SGL 分析の枠組みを適用して得られる評価であり、そこでは固有の流動
性ににのみ焦点を当てている点で、長期格付の付与に用いるムーディーズのアプローチとは異なる。

通常、SGL レーティングはムーディーズが継続的に長期格付を付与する投機的等級の企業にのみ
付与され、それを公表する際には、上述の 4 つの流動性構成要因の個別スコアも開示する。SGL レ

ーティングと、適宜行なわれるその変更は、格付委員会を通じて決定する。 

SGL-1（最も高い SGL レーティング）から SGL-4（最も低い SGL レーティング）の範囲で示される SGL レ
ーティングは、投機的等級発行体の流動性プロファイルの相対的な強さに対するムーディーズの総

合的な見方を表している。個別の構成要因のスコアは 1（最高）から 4（最低）で示される。個別要因

のスコアは全般的な SGL レーティングの判定材料として用いられるが、各スコアの加重平均が SGL レ
ーティングとなる訳ではない。SGL レーティングには見通しを付すことはなく、格上げ方向や格下げ方

向の見直しも行なわない。ただし、合併や買収などの外部イベントの際には、流動性レーティングに
与える影響についてコメントすることはある。 

投機的等級発行体の流動性に対するムーディーズの見方は、投機的等級発行体の長期格付の分

析において重要な要因となる。しかし、SGL レーティングはムーディーズが付与する長期格付から独
立した評価であり、長期格付が同じである 2 つの企業の SGL レーティングが異なり、また SGL レーテ

ィングが同じである 2 つの企業の長期格付が異なるということは起こりうることである。SGL レーティン
グは長期格付に比べ分析対象と想定が狭いため、一般的に、より頻繁に変更される。たとえば、SGL
レーティングは、設備投資など大規模な投資の発表、資本コストの変更、経済環境に対する見方の

変更、向こう 12 ヵ月から 15 ヵ月間の評価期間における償還債務額の変動、あるいは債務のリファイ
ナンスやコベナンツの修正などのアクションによって、突然、それも数カテゴリーにわたって変更され

る場合がある。 

SGL 分析の概要 

SGL 分析の枠組みでは、企業自身が創出する現金、外部調達資金、代替的な流動性原資、および
コベナンツの遵守状況という 4 つの流動性の構成要因について評価を行なう 4。この評価では、当該

                                                                        
4  ムーディーズは、公表 SGL レーティングを付与する企業について、これら 4 つの構成要因の数値スコアを開示する。ム

ーディーズが SGL とそれに関連する構成要因のスコアを公表する目的は、投機的等級の発行体の信用力についての

ムーディーズの見方を投資家がより深く理解できるようにし、透明性を高めることにある。 
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企業が必要とする資金と比較した、現金、短期運用資金、フリーキャッシュフロー、そして利用可能
な銀行信用枠を考慮する。ただし、信用力が流動性の水準に特に大きく影響される企業（投機的等

級の中でも格付が低い企業がその典型）の分析では、重要な資金源と資金需要の全ての項目をより
包括的に検討する場合がある。 

4 つの SGL 構成要因のスコア 

発行体の全般的な SGL 評価は、次の 4 つの流動性構成要因の評価に基づく。SGL レーティングは、
SGL の総合的な評価を示すものである。 

» 企業自身が創出する現金： 現金とキャッシュフローによって資金需要を賄う能力 

» 外部調達資金： 利用可能なコミットメントのある貸出への依存度とその規模 

» コベナンツの遵守状況： コベナンツ抵触までの余裕度、遵守できる可能性など、状況の変化に

対応できる要素 

» 代替流動性：売却可能資産や、新たな外部からの資金調達に利用できる担保権が付されてい

ない資産など、その他の流動性原資 

通常、これら 4 つが SGL 分析の中心となる項目である。ムーディーズは、各要因を個別に評価して

構成要因のスコアを決定した上、それらの要因の相互作用を考慮することで全体的な SGL 評価を
決める。評価を議論する際には、通常、予想されるキャッシュフロー、資金需要、コベナンツの遵守

が焦点となり、格付対象の発行体との議論から得られた知見も判定材料となる。 

SGL の総合評価は 4 つの要因のスコアの加重平均ではない。各要因をどの程度重視するかについ

ては、その時期にどの流動性要因が流動性の評価を左右するかを判断し、評価を変えることがある。
一般的に、現金とキャッシュフローが最も大きな影響を与える。たとえば、コミットメントがある外部資

金源を期待できない企業であっても、現金残高とキャッシュフローが潤沢であれば、高い SGL 評価を
受けることができる。また、コベナンツ抵触までの余裕が小さく、抵触の可能性が高まった状況では、

デフォルト事由が発生して貸出人が期限の利益の喪失を宣言する可能性が高まるため、コベナンツ
の重要性が増すことがある。企業が借入枠から引き出された借入金残高を全額返済できるだけの

内部資金を保有していない場合、コベナンツのスコアが 4 であれば総合スコアも SGL-4 になる可能

性が高い。また、コベナンツ抵触までの余裕度よりも差し迫った債務償還の重要性の方が高くなる場
合もあるだろう。代替流動性が潤沢なことを理由に、低い SGL スコアが引き上げられることはあるが、

最高スコアにまで引き上げられるケースはまずない。SGL 評価は、想定する経済環境や、各要因を
評価する際に用いる予想数値がどれだけ確実なものかによっても影響を受ける。 

SGL 分析の枠組みを用いた分析結果は、1 から 4 で表す総合的な SGL 評点として示される。1 から

4 までの評価は以下のように定義している。 

» SGL-1： SGL-1 の発行体の流動性は非常に優れている。これらの企業はコミットメントのある外部

資金源に頼ることなく、企業自身の資金によって向こう 12 ヵ月間の債務返済を履行する能力を

有している可能性が極めて高い。 

» SGL-2： SGL-2 の発行体の流動性は優れている。これらの企業は自身の資金によって向こう 12
ヵ月間の債務返済を履行できる可能性が高いが、コミットメントのある外部資金源に依存する可

能性もある。当該企業がコミットメントのある外部資金源を利用できる能力の評価は、多くの場合、

短期のコベナンツ遵守についてのムーディーズの見方に基づいている。 

» SGL-3： SGL-3 の発行体の流動性は十分である。これらの企業は、コミットメントのある外部資金

源に頼ることが必要になるとみられる。短期のコベナンツ遵守を考えた場合、当該企業が有する

余裕はごく限られており、借入枠から速やかに資金を調達するためにコベナンツの緩和を要請

する可能性が高い。 

» SGL-4： SGL-4 の発行体の流動性は乏しい。これらの企業は、外部の資金源に依存し、かつそ

れらの資金源が利用できる可能性は極めて不確実であるとムーディーズはみている。 

次に、SGL の各構成要因の評価についての主な考慮事項について説明する。 
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企業自身が有する資金源 

企業自身の資金源については、向こう 12 ヵ月間の通常の業務活動やその他の用途の資金需要を、

企業自身が生み出す資金で賄う能力を判定する。アナリストが企業の現金創出力を評価する際に
は、通常、下記の資金原資の一部あるいは全てについて、向こう 12 ヵ月間の見通しを立てる。  

» 使途に制約のない現金の残高（資金使途が制限されていない貸借対照表上の現金で、通常の

業務活動の継続に必要となる現金および/または最低所要残高を超過する部分） 

» 企業が創出するキャッシュフローで、営業上の費用、現金支払利息、税金控除後のもの 

» 換金可能な証券、あるいはその他の極めて流動性の高い資産 

» 企業価値を損ねることなく売却できる余剰商品在庫（通常、市場価格下落の可能性を考慮する） 

「基礎的な資金需要」を推定し、後掲のスコアリング表を用いて企業自身が有する資金原資を評価

するために、アナリストは通常、以下の資金需要の一部あるいは全てを向こう 12 ヵ月間にわたって推
定する。 

» 当該企業の既存の資産を維持するために必要となる設備投資（一般的にメンテナンス投資と呼

ばれるもの） 

» 見込まれる配当支払い（優先株や普通株） 

» 運転資金需要（季節性資金需要を含む） 

» 償還予定債務（銀行借入枠および売掛債権流動化枠の返済を含む） 

» プット・オプション付証券 

» 税金、訴訟和解金、買収に関連する追加支払義務（アーンアウト）など、支払いが見込まれるそ

の他の偶発債務 

» 格付トリガーが付された債務で、トリガーに近いか、抵触する可能性が高いもの 

» 必要とされる年金債務の支払い 

» 製造物責任に関連する支払い（例：アスベスト関連債務） 

下記の表に従い企業自身の資金源を評価する際には、向こう 12 ヵ月間の発行体の「その他の現金
需要」も推計する。それらには、次の項目の一部あるいは全てが含まれる。 

» 特定プロジェクト向け設備投資（メンテナンス投資の範囲を超える成長目的で計画される設備

投資で確実性の高いもの）。プロジェクト・ベースの設備投資は、成長目的の設備投資とも呼ば

れる。SGL の分析では、プロジェクト・ベースの設備投資は、比較的間近でも延期または中止で

きると想定する。しかし、プロジェクトの全部あるいは一部の中止あるいは延期に伴って、クロージ

ング・コストあるいはキャリング・コストの形で、何がしかの継続費用が発生する可能性がある。 

» 特別な設備投資。これは、会社の裁量で実行する成長目的の設備投資で、比較的直前でも、

大きな混乱を招かず、事業経費や財務費用を全くかほとんど発生させずに延期あるいは中止で

きるものと定義される。 

» 親会社としての責任を逃れ難いノンリコース/プロジェクト子会社の資金需要 
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企業自身の資金源 
1 2 3 4 

向こう 12 ヵ月間を通じて、

発行体は自らの資金源で

十分に全ての基本的現金

需要およびその他の現金

需要を賄える。 

発行体は、自らの資金源

で向こう 12 ヵ月の予想期

間の全ての基本的な現金

需要とプロジェクト・ベース

の設備投資、およびノンリ

コース/プロジェクト子会社

のキャッシュフロー需要を

賄える（ただし 4 四半期ベ

ースでみた場合、これらの

現金需要を賄えない場合

もある）。このカテゴリーの

発行体は、自らの資金源

で特別な設備投資を賄うこ

とは期待できない。 

発行体は、自らの資金源

で向こう 12 ヵ月の予想期

間の全ての基本的な現金

需要を賄える。このカテゴ

リーの発行体は、自らの資

金源でその他の現金需要

を賄うことは期待できな

い。これらの発行体が基本

的な現金需要を超過する

現金需要を賄うには外部

流動性源が必要になる。 

発行体が自らの資金源で

基本的現金需要を賄える

可能性は低い。また流動

性を維持し、継続企業の

地位を維持するために外

部流動性源が必要とする

可能性が高い。 

 
季節的に運転資本需要が急増する小売業者や一部の卸業者については、企業自身の資金源を評

価する際、資金需要が高まる時期に供給元や銀行がより緩やかな条件でサポートを提供するとの想
定を織り込むことが多い。また、通常は、企業はその事業上の債権者から一定の信用供与を受け、

企業は供給元からの資金的サポートを業界慣行に沿って、その業界地位や信用力に応じて受ける

と想定する。例えば格付が低い企業の場合には、こういったベンダー・ファイナンスが利用できる可能
性を、格付がより高い企業に比べ厳しく想定することもあるだろう。債権者から受ける信用供与が低

下する可能性は、流動性分析に限らず全般的な信用分析において重要な考慮事項である。  

外部資金源 

コミットメントのある外部資金調達源の利用可能額とそれが十分であるかどうかは、流動性評価の重

要な要素である。リボルビング信用枠、裏付資産のある借入枠、営業債権証券化などの外部の流
動性原資を評価する際には、金額、満期、利用可能額、そしてそれらの資金原資に対する企業の

依存度の高さなどに注目する。 

金額 

ムーディーズは通常、以下に基づいて外部資金調達源の金額を考える。 

規模： 通常は、まず発行体が有するコミットメントのある信用枠の規模のみを考慮し、付随するコベ

ナンツがこれに加える制約は考えない。コベナンツ抵触までの余裕度は、別途、三番目の流動性構
成要因（次の「コベナンツの遵守」のセクションの説明を参照）として分析する。また、コミットメント契約

の履行の確実性も併せて検討する場合もある。 

満期： 信用枠がいつ満期を迎えるのかも考慮に入れる。通常、364 日の借入枠は、流動性分析の
期間全体にわたってコミットメントがある外部資金調達源とはみなさず、そこから借入があった場合に

は、分析期間の債務の償還予定額に含める。借入枠の契約終了につながる格付トリガーや他の要
件（「コベナンツの遵守」に関連するものは除く）があるかどうかと、それらが与える影響も考慮する。 

利用可能額： 信用枠からの利用可能額を考える際には、通常、流動性を分析する期間の予想資

金需要に対して、利用可能な未使用枠を検討する。通常、信用状の発行、既存借入額、借入の限
度額など、全体の信用枠から減額すべき項目を考慮する。 

外部資金源への依存度： 規模、満期、利用可能額を考慮した後、当該企業がどれだけ借入枠を

使用したか（どれだけ借り入れたか、および/または信用状発行に使用されたか）、また向こう 12 ヵ月
間の利用可能額に対してどれだけの使用が見込まれるかを予想し、当該企業の借入枠への相対的

依存度を評価する。 

外部資金の十分性 

外部資金が十分であるかどうかを評価する際には、通常、想定外の運転資金需要やバックストップ・

ファシリティの支払いを賄うための資金需要や、キャッシュフローの循環的な変動や予想外の変化に
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対応した資金需要などを含めた、企業の潜在的資金需要に対して、未使用の信用枠 5がどの程度
あるかを検討する。企業によっては、コミットメントのある長期信用枠を一部使用することはあるが、予

想外の資金需要に備え、極めて多額の信用枠を未使用のまま維持する場合もあるだろう。 

1 2 3 4 

外部資金源への依存はほ

とんどない。リボルビング

信用枠に基づく、あるいは

アセット・ベース融資枠の

アセット・ベースの範囲内

でコミットメントのあるアベ

イラビリティの未使用分が

多額に上る。 

コミットメントのある信用枠

の額は妥当だが必ずしも

多額ではない。コミットメン

トのある信用枠の大部分

は 12 ヵ月の分析期間中に

引き出されることがないと

みられる。ただし、向こう

12 ヵ月間に起こりうる季節

性変動や、主要な設備投

資の時期のずれに対処す

るため、借入枠の一部が

使用されることがありう

る。 

借入枠に依存する可能性

が高い。コミットメントのあ

る信用枠の額は十分であ

るが、大部分が向こう 12
ヵ月間に引き出されると見

込まれる。 

コミットメントのある複数年

にわたる流動性補完のた

めの借入枠がないか、コミ

ットメントのある信用枠の

額が不十分。 

 

コベナンツの遵守 

この SGL 構成要因に関わる考慮事項は一般的に以下のようなものである。 

» 財務状況の変動によるコベナンツ抵触の可能性 

» この構成要因で１のスコアを達成するには、予想外の外部イベントが起こった場合を除いて、当

該企業が予想期間を通じてコベナンツを完全に遵守することに何らの疑いの余地もないことが

必要になる。 

» 投機的等級の発行体では、銀行信用枠の大部分に MAC 条項が含まれているが、この条項に

抵触するリスクが大きい場合を除き、この条項の存在自体が、本構成要因あるいは全体的な

SGL 評価で高いスコアを得ることの障害となる訳ではない。 

» 保有現金を使用してコベナンツ抵触の懸念を緩和できるかどうかとその実現可能性。ムーディ

ーズは通常、資本注入のような仕組みによる新たな外部資金流入の可能性を考慮しない。そ

のような資金は新規資本の調達あるいは注入とみなされるためである。 

» EBITDA などの指標は、広範囲の項目を足し戻すことを認める定義の仕方（限定的な定義から

極めてアグレッシブな定義まで）が可能になるため、ムーディーズは通常コベナンツ計算に使用

される定義を確認する。アグレッシブな調整の例として、将来のコスト削減や、特定の費用が一

時的なものか否かの判断が幅広く経営陣の裁量に任せられる場合がある。借入人にとって、

EBITDA やコベナンツがより緩く定義されれば、事業上の問題を抱える時期にも、コベナンツの遵

守の面でより柔軟な扱いを受けることができる。たとえば、コスト節減の予想や特定の費用が一

時的なものかどうかの判断に経営陣の幅広い裁量が認められる場合、コベナンツ遵守の可能

性、ひいては引き続き流動性借入枠を利用できる可能性を高める要因となる。ただし同時に予

想を巡る不確実性も高まることとなる。 

» 資産を裏付けとしたローン（アセット・ベース・ローン、ABL）やリボルビング信用枠で、未使用残高

が一定額まで減少しない限りコベナンツが適用されないものは、通常、契約期間を通じてコベナ

ンツが適用されるリボルビング信用枠やターム・ローンに比べ、コベナンツの柔軟性は高くなる。

ムーディーズは通常、ABL やリボルビング信用枠でコベナンツ条項が適用される可能性と、それ

が適用された場合にコベナンツに抵触する可能性の両者について実現性を考慮する。コベナン

ツの発動が条件付きであれば自動的にコベナンツのスコアが高くなる訳ではない。しかし、コベナ

ンツ発動の条件に対し十分な余裕があれば、コベナンツが適用された場合の抵触までの余裕も

大きいといえる。ムーディーズは SGL を評価するにあたって、コベナンツ抵触までの余裕と、企業

                                                                        
5  通常、外部要因で注目するのは未使用の信用枠なので、たとえば、5 億ドルの未使用枠が残された 10 億ドルのリボル

ビング信用枠は、借入のない 5 億ドルのリボルビング信用枠と同等とみなす。しかし、この 2 つのケースで、コベナンツ

と全体的な流動性の状況が大きく違ってくる場合がある。たとえば、企業の唯一のコベナンツがリボルビング信用枠に

適用され、借入枠の一定比率が使用された場合にコベナンツが適用されるとすれば、二つ目のケースの方が、コベナ

ンツおよび流動性全般により柔軟性が生まれる可能性が高い。 
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がリボルビング枠を利用しようとする意思、その枠がどの程度利用できるかといった点を総合的

に考える。企業はコベナンツが突然適用されることを嫌い、リボルビング信用枠の利用を躊躇う

こともあるためである。 

図表１は、条件付コベナンツに関する評価の出発点となる指針を示しており、これは 2 つの考慮点を

表している。すなわち、（1）未使用の信用枠が既定の借入契約に定義された金額を下回り、それに
よって財務コベナンツが適用される可能性と、（2）当該コベナンツが適用されるか否かに関わらず、

コベナンツが要求する水準より財務状況が悪化する可能性である。コベナンツ遵守に関する発行体
のスコアは、全てのケースでこの図表に一致する訳ではない。可能性について判断する際には、図

表が示すような「高い」、「低い」といった二択ではなく、その間も含む微妙な評価となるためである。 

図表１ 

条件付コベナンツの評価に関する基本的な考え方 

 
 

１ 2 3 4 

現時点の予想に従い、外

的イベントの発生を想定し

なければ、向こう 12 ヵ月間

にコベナンツが遵守される

可能性が非常に高い。 

向こう 12 ヵ月間、コベナン

ツが遵守される可能性が

高い。抵触までの余裕は

大きく、コベナンツ抵触の

可能性は低い。しかし予想

外の収益減少やキャッシ

ュフローの減少を吸収でき

るほどクッションが厚くない

ことがありうる。 

向こう 12 ヵ月間、コベナン

ツが遵守されるとみられ

る。ただし抵触までの余裕

はやや少ない。コベナンツ

抵触の可能性は低いが存

在する。 

当該企業は、既に 1 つあ

るいは複数のコベナンツに

抵触しているか、向こう 12
ヵ月間に抵触する可能性

が高い。 

 

代替流動性 

この構成要因では、当該企業がその保有資産、一部の製品群、あるいは部門をどの程度粛々とか
つ迅速に売却できるかを考慮する。一般に、実際に売却プロセスにある資産か、比較的迅速に売却

できると見込まれる資産のみが、SGL 評価の対象となる流動性に含まれる有効な代替流動性原資
とみなされる。この定義をやや超えたノンコア資産の売却を行う能力と意思も全体的な財務柔軟性

を高める要因になるが、通常はこの要因の評価には織り込まない。 

多くの投機的等級の企業は担保付債務を抱えるため、資産売却は信用枠の利用可能部分を減少

させる原因になる。債券の信託証書（インデンチャー）や借入契約では、資産売却代金の一部を債
務返済に充当するよう規定するのが普通である。そのため、投機的等級の企業が資産処分によって

資金使途に制限のない現金を創出できる能力は限られる。 

資産の処分がコアとなる企業価値を下げる可能性は、代替流動性の評価において重要な考慮点と
なる。ムーディーズは通常、そのような売却が収益とキャッシュフローに重大な悪影響を与えないか、

あるいは企業の競争上の地位を大きく損ねることはないかを検討する。また、売却が可能でも、規制
当局の承認が必要になるなど、迅速な現金化が困難な資産もある。通常、SGL 評価期間に現金化で

きる可能性が高い場合にのみ、その資産の売却可能性を流動性評価に有意なプラス要因とみなす。 
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担保権が付されている資産が少なく、より分割しやすい資産が多いほど、代替流動性は高まる。ムー
ディーズは通常、貸出人が発行体の資産にどの程度、対抗要件が具備された担保権を設定してい

るか、また企業が資産売却時に十分な資産価値で資金化できるかを考慮する。また、債務契約の
資産売却に関連する条項を確認する場合もある。資産売却代金から返済に充当しなければならな

い金額が小さく、再投資が認められる期間が長いほど、流動性の柔軟性は高まるとみることができる。 

1 2 3 4 

流動性を補完する「非常

手段」がある。即ち、12-15
ヵ月の期間内に現金調達

ができる代替的な手段を

有する。たとえば、何ら企

業価値を損なうことなく、

製品群や資産の売却がで

きる。また担保権が設定さ

れている資産はごく僅か

である。 

流動性補完のための「非

常手段」はあるが、より限

定されている。12-15 ヵ月

の期間内に、企業価値を

損なわず直ちに売却でき

る資産がなくなる場合もあ

りうる。資産の大部分に担

保権が設定されている。 

代替流動性は、投げ売り

価格によるしかない資産

売却からのものに限られ

る。資産には大部分か全

部に担保権が設定されて

いる。資産売却代金は担

保付き債権者の返済に充

てられる可能性が高く、当

該企業に新たな流動性が

残ることはほとんどない。

資産売却代金の一部を債

務返済ではなく再投資に

充てられる場合がある。 

全資産に担保権が設定さ

れている。企業の本来業

務を妨げずに、現金価値

を実現できる資産はない。

資産売却代金は債務返済

に充当される。現金調達

に利用できる代替的な手

段をもたない。 
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関連リサーチ  

セクター格付手法およびクロスセクター格付手法のインデックスはこちらに掲載されている。 

本格付手法を用いて付与された信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、こ

ちらに掲載されている。  

詳細については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトに掲載されている「格付記号と定義」を参照さ
れたい。 

Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics (User’s Guide)はこちらを参照されたい。 

 

 

https://www.moodys.com/research/List-of-Rating-Methodologies--PBC_127479
https://www.moodys.com/research/Methodology-Review-Summary-Metrics--PBC_158382
https://www.moodys.com/research/Methodology-Review-Summary-Metrics--PBC_158382
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_78480
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す。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家に相談することを推奨します。 

日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下、「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody’s Overseas 
Holdings Inc.の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下、「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付
会社です。MSFJ は、全米で認知された統計的格付機関（以下、「NRSRO」といいます。）ではありません。したがって、MSFJ の信用格付は、NRSRO ではない者により付与された

「NRSRO ではない信用格付」であり、それゆえ、MSFJ の信用格付の対象となる債務は、米国法の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK 及び MSFJ は日本
の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号はそれぞれ金融庁長官（格付）第 2 号及び第 3 号です。 

MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及び CP を含みます。）及び優先株式の発行者の大部分が、MJKK 又は MSFJ
（のうち該当する方）が行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、20 万円から約 3 億 5,000 万円の手数料を MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意
していることを、ここに開示します。 

MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針と手続も整備しています。 
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