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投資持株会社およびコングロマリット 
Investment Holding Companies and 
Conglomerates 

本格付手法は 2015 年 12 月 31 日発行の格付手法” Investment Holding Companies 
and Conglomerates”（日本語版「投資持株会社およびコングロマリット」）の改訂版で

ある。一部の古いリンクをアップデートし、発行体固有の情報を削除した。 

概要 

本格付手法では、世界の投資持株会社およびコングロマリットの信用リスクを評価する

際のムーディーズのアプローチを説明する。本稿は、信用プロファイルの評価に関する

全般的なガイダンスを提供し、発行体、投資家、およびその他の市場参加者が、どの

ように主要な定量的・定性的リスク要因が個々の格付結果に影響を与えるかを理解

する一助とすることを目的としている。本稿はムーディーズの格付に反映される全ての

要因を網羅しているわけではないが、この業界の格付において、通常、最も重要と考

えられる定性的な考慮事項、財務情報・指標の理解に役立つと考えている 1。 

本稿では、ムーディーズが投資持株会社とみなす企業に適用する詳細なスコアカード
を提示する。スコアカードは、多くの投資持株会社の信用力の推定に利用可能な参照

ツールである。スコアカードは、通常、投資持株会社およびコングロマリットに格付を付
与する上で最も重要と考えられる要因を示しているが、格付上の全ての考慮事項を

含んでいるわけではない。スコアカードの各要因のウェイトは、格付の決定に際しての、

おおよその重要性を示すものであり、実際の重要性は大きく異なる場合もある。従って、
スコアカードで示された結果が各会社の実際の格付と一致することは、必ずしも前提と

はしていない。 

 

1   今回の更新は、特定の要件が充足されるまで一部の法管轄域において適用されない場合がある。 



 

  

2 AUGUST 1, 2018 格付手法：投資持株会社およびコングロマリット 
 

CORPORATES 

本格付手法は、格付分析においてムーディーズのアナリストが考慮する全ての要因を網羅したもの
ではない。実際の格付分析では、本稿では詳細に説明していない、全ての業種に共通する要因（株

主構成、経営陣、流動性、企業の組織構成、コーポレート・ガバナンス、カントリーリスク等）や、特定
の企業において重要となりうる要因も反映している。ムーディーズの格付は、この他にもスコアカード

に明確に示しにくい定性的な考慮事項や要因も考慮している。本格付手法で用いるスコアカードは、
スコアカードをより複雑にして実際の格付に近づけるよりも、簡潔で透明性の高いものにすることに重

点を置いている。 

本稿の主な内容は次の通りである。 

 格付対象の投資持株会社の概要 

 投資持株会社とコングロマリットのそれぞれの特性、およびコングロマリットを評価するための分析

アプローチについての説明 

 格付手法の主要要素の概要 

 信用力を左右する要因の説明 

 スコアカードに含まれない格付上の考慮事項を含む、格付手法利用の際の前提と、格付手法

の限界についてのコメント 

また、付録にスコアカードの全体を掲載した。 

本格付手法では、信用格付に用いられる分析のフレームワークを説明する。場合によっては、格付

分析は、発行体の業種に固有ではない考慮事項（例： 短期債務格付、様々なクラスの債務やハイ
ブリッド証券の相対的な優先劣後関係、ソブリン債の格付が他の発行体に及ぼす影響、他の事業体

からの信用サポートの評価など）を検討する際に、他の格付手法を参照する場合もある 2。 

投資持株会社とコングロマリットの識別 

ムーディーズは、投資持株会社あるいはコングロマリットを定義する方法は一つではなく、こういった広

義の名称がどの事業体に用いられるかは、各地域によって大きく異なることを認識している。その上

で、ムーディーズでは、これら 2 つのタイプの事業体を図表 1 に要約した特性に基づいて区別してい
る。 

投資持株会社とは、金融投資家として活動する、上場または非上場のグループ持株会社で、その

投資ポートフォリオは、非上場または上場企業の過半数および/または少数の株式持分で構成され
る。多数の、通常は上場企業の少数持分を保有し、信用リスクが主に株価の影響を受けるような投

資持株会社もあれば、主に少数の企業の過半数株式を保有している場合もある。補完的に株式以
外に投資する場合もあるが、その規模は通常小さい。持株会社レベルの資金調達は、子会社レベ

ルの調達と明確に分離されており、事業子会社の債務の持株会社へのリコースや持株会社による

保証は行われず、事業子会社債務と持株会社債務との間にクロスデフォルト条項は設定されない。 

ムーディーズがコングロマリットとみなす企業は少ない。これらの企業は、全く関連性のない業界で事

業を行う複数の主要事業子会社（全額出資子会社ではないものもある）から構成され、明確に主力

事業として位置づけられる事業セグメントは存在しない。また、コングロマリットは単一の事業体として
行動し、グループ内での資本再配分を制約する大きな障壁はなく、持株会社が子会社の資金需要

をサポートするために債券を発行することもある。多数の企業が全く関連性のない業界で複数の事
業を展開している。しかし、ムーディーズはほとんどのケースで主力事業セグメントを特定し、そのセグ

メントの業界の格付手法を発行体に適用する。 

ムーディーズが投資持株会社とコングロマリットの識別要因になると考える主要な特徴を下表に要約
した。これらは主に、ムーディーズが適切な信用リスク分析を行うためにどのような点で区別するかと

いう観点に基づいている。幾つかの企業では、コングロマリットと投資持株会社両方の特性を兼ね備
えている場合もあることを付記しておく。また、プライベート・エクイティ・ファンド、アセット・マネージメン

                                                                        
2  クロス・セクター格付手法上の考慮事項については、本稿の関連リサーチのセクションに掲載されている。 

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/
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ト・ファンドは投資持株会社・コングロマリットと大きく異なる特性があるため（報酬、投資スタイル、資
金化までの期間などにおいて）、本格付手法の適用対象とはならない。 

図表 1 

投資持株会社とコングロマリットを区別する一般的な特徴 

 コングロマリット 投資持株会社 

事業内容 通常、関連性のない業種で複数のコア事業を手掛け

る。持株会社がコア事業の過半数株式を直接保有す

ることが多いが、他の事業に少数株主として投資す

ることもある。持株会社が自社で事業を行いキャッシ

ュフローを創出する場合もあれば、そうでない場合も

あるが、いずれにせよ経営を統括するのは持株会社

で、コングロマリットは 1 グループとして行動する。 

持株会社は通常、金融投資会社であり、限られた数の投

資対象に大きな持分を有する。資産は主に投資対象の

株式である。資産の大半が少数持分から構成され、分散

が効いていることもあれば、少数の投資対象に高い持分

比率を有したり、過半数あるいは全株式を保有することも

ある。時として経営に強い影響力を持つ。通常、資産の

相当部分が直前の通知により売却可能である。 

事業運営の統合 事業運営の統合は、通常は関連する事業の子会社

間にのみみられる。一般的に計画立案･戦略面での

統合度が高い。 

事業運営の統合はない。持株会社の関与は通常、子会

社への取締役派遣に限られる。 

経営と戦略 事業ポートフォリオの構成を重視。投資対象の頻繁

な売買や事業構成の変更は限定的。経営幹部は持

株会社が任命。 

長期投資を行う持株会社もあるが、通常は一定期間後

に投資対象を売却する。投資対象の頻繁な売買は限定

的。投資期間は最短で 5-7 年。成長市場セグメントの投

資機会を捉えるため、事業構成を頻繁に変更する可能

性がある。持株会社は投資資産管理中心の戦略（少数

持分を中心とし、事業への関与が少ない）をとることもあ

れば、事業管理中心の戦略（過半数持分を中心とし、積

極的な事業関与を行う）をとることもある。 

財務の監督と統合 持株会社は資金調達の一元化を選択する場合があ

り、事業子会社の債務とのクロスデフォルト条項が設

定される場合もある。事業会社の債務にコベナンツ

が設定される場合、通常、持株会社への配当は除外

項目として特定される。グループ内では、持株会社の

意向により会社間のサポートの変更も可能な場合が

ある。 

子会社の資金調達は持株会社から明確に分離される。

通常、持株会社と事業子会社との間にクロスデフォルト

条項は設定されない。事業子会社への融資は通常持株

会社にリコースできない。事業会社の債務に対する保証

の供与は例外的かつ一時的。 

取締役の派遣 持株会社が事業会社に取締役を派遣。持株会社に

は別の経営チームが存在。 
通常は各事業会社と持株会社が個別の取締役会と経営

構造を持つが、影響力行使の重要性に応じて持株会社

が事業子会社に取締役を派遣することもあり得る。 

支配 持株会社が通常、戦略的コア資産を管理し、株主の

分散（少数持分の株主が存在する場合）は限定的で

あるため、持株会社が多大な影響力を行使する。 

持株会社が主要株主である場合、戦略決定において影

響力を持ち、それを支配する場合もある。重要な戦略決

定は持株会社が再検討することがある。 

ムーディーズの分析 
アプローチ 

コングロマリットの各事業セグメントとグループの財

務諸表を中心に分析。 
持株会社の単体ベースの収支、持株会社が利用できる

配当からのキャッシュフローの予測可能性、持株会社の

流動性、投資のボラティリティ、ポートフォリオの資産価

値などを分析。 

 一部の集中した投資先からの配当がキャッシュフローの大きな割合を占める投資持株会社については、それら

の投資先企業の単独での信用プロファイルも検討する可能性がある。こうしたケースでは、持株会社とその主

要投資先との信用の結びつきは、投資持株会社の通常のケースより強いため、分析アプローチはコングロマリ

ットに適用するものと幾つかの分野で重複する。 

投資持株会社の分析における考慮事項 

投資持株会社のポートフォリオは一般に複数の業種にまたがり、通常は 5-7 年の投資期間を通じて

安定した構成を維持するが、成長市場での機会を捉えるため、あるいはポートフォリオのリスクのバラ
ンスを調整するために、事業構成がある程度変化する可能性がある。また、持株会社の信用リスク

と持株会社の投資先の信用リスクとはある程度切り離されており、これらの事業体間における信用リ

スク波及の可能性はそれほど高くない。 

ムーディーズは、投資持株会社を他の事業会社発行体と識別する要因となる幾つかの特徴を、分

析に際し考慮している。投資持株会社のスコアカードは 5 つの要因から構成される。 

 投資戦略 

 資産の質 
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 財務方針 

 推定時価に基づくレバレッジ(MVL) 

 カバレッジと流動性 

これらの要因の一部は、幾つかのサブ要因で構成される。特定の主要要因またはサブ要因について

の発行体のスコアが最終格付と一致しないことがしばしばある。 

他の事業会社ではグループの連結財務諸表やボトムアップ型の信用分析を重視するのが一般的で
あるが、投資持株会社の信用リスクの分析では、持株会社単体ベースの財務諸表と、各資産の価

値およびキャッシュフローを考慮することは、重要な留意点である。 

格付対象について 

ムーディーズが投資持株会社とみなす発行体は極めて多様性の高いグループである。 

格付手法について 

本稿では、7 つのセクションにおいて投資持株会社とコングロマリットの格付手法を説明する。各セク

ションの概要は以下の通りである。 

1. スコアカードの構成要因の特定と検討 

本格付手法のスコアカードは、以下の 5 つの主要格付要因から構成される。これら 5 つの要因の幾
つかは、さらに詳細なサブ要因から構成される。 

図表 2 

投資持株会社のスコアカード 

要因 要因のウェイト サブ要因 サブ要因のウェイト 

投資戦略 10% 投資戦略 10% 

資産の質 40% 資産の集中 10% 

  地理的分散 10% 

  事業の分散 10% 

  投資ポートフォリオの透明性 10% 

財務方針 10% 財務方針 10% 

推定時価に基づくレバレッジ (MVL) 20% 推定時価に基づくレバレッジ 20% 

カバレッジと流動性 20%  (FFO + 支払利息) / 支払利息 10% 

  流動性 10% 

合計 100% 合計 100% 

2. スコアカードの格付要因の測定または推定 

以下に、各格付要因のスコアリングについての全般的なアプローチを説明し、スコアカードで用いるウ
ェイトを示す。また、これらの要因が信用力の指標として重要な理由も説明する。格付のサブ要因の

検討には、通常、各社の財務諸表の数値、それを基に算出した数値、その他の情報から導いた情
報、あるいはムーディーズのアナリストが推定した情報を使用する。 

ムーディーズの格付は将来を見据えたものであり、将来の財務と業績についてのムーディーズの予

想を織り込んでいる。ただし、過去の実績は、対象企業および比較対象となる企業の実績のパター
ンやトレンドを把握する上で有益である。本稿のスコアカードでは、直近 12 ヶ月間の実績データ（会計

上の期末は各社異なることもある）を用いるが、スコアカードの要因は様々な期間に渡って検討する
ことがある。例えば、格付委員会が過去の実績に加え、向こう数年間あるいはさらに長期の予想業

績分析が有用と考える場合もある。 
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定量的信用指標はいずれも、損益計算書、キャッシュフロー計算書、および貸借対照表の数字に、
構造改革費用、減損費用、オフバランス項目、売掛債権証券化プログラム、年金積立不足、オペレ

ーティングリース等に関わるムーディーズの標準的調整を織り込んでいる 3。また、ムーディーズは特
定の企業に対して、個別に分析上の調整を行うこともある。 

定量格付要因の多くは、持株会社レベル（単体ベース）の財務諸表を主なデータソースとしている。

投資持株会社に特有の投資スタイル（事業会社の株式を保有し、投資ポートフォリオの相当部分を
少数持分が占める可能性があり、持株会社から子会社債務への財務サポートは行われないか、限

定的である）を考慮すると、持株会社のグループ連結財務諸表は、持株会社レベルの信用リスクを
評価するためには最適の財務情報ではないことが多い。しかし、持株会社レベルの財務情報は入手

不可能であったり、監査済報告書ほど詳細でない場合があるため、分析が困難であり、一部は推定

せざるをえない。 

資産の集中、レバレッジ、カバレッジ、および流動性は通常、グループ連結財務諸表ではなく、持株
会社レベルの財務諸表から直接得られる情報を用いた方が適切に測定または推定できる。たとえば、

事業子会社の価値を評価する際に、グループ連結財務諸表に計上されている事業子会社の簿価
を用いた場合、連結会計の影響により資産価値が正確に評価できない可能性がある。 

持株会社の資産カバレッジを評価するための分析において重要となるのは、持株会社の投資ポート

フォリオの時価である。これには実際の株価またはムーディーズの推定する企業価値が用いられる。
後者は標準的な類似企業のマルチプルから算出したり、非上場会社や流動性の低い投資対象につ

いては、より保守的な算出方法を用いる場合もある。また、主要子会社の財務諸表も、適切と考えら
れる場合は参照することがある。 

3. 格付カテゴリーへの要因別マッピング 

サブ要因を推定または評価した後、各サブ要因の評価結果を格付カテゴリー（Aaa、Aa、A、Baa、Ba、
B、Caa）にマッピングする。 

4. スコアカードの前提と限界、およびスコアカードに含まれない考慮事項 

このセクションでは、実際の格付に対し、スコアカードを用いる限界について説明する。スコアカードに
は含まれないが格付を決定する際に重要となりうる追加的要因や、格付手法全般における限界と前

提について説明する。 

5.スコアカードが示唆する結果の決定 4 

スコアカードが示唆する結果を決定するにあたり、ムーディーズは、各サブ要因のスコアを次の格付
スケールに基づいて数値に変換する。 

Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

1 3 6 9 12 15 18 

 

                                                                        
3  事業会社の分析における財務諸表の調整についての詳細な説明は、本稿の関連リサーチのセクションに掲載されてい

るリンクからアクセスできる。 
4  通常、スコアカードが示唆する結果は、投機的等級の発行体ではコーポレート・ファミリー・レーティング(CFR)、投資適格

等級の発行体ではシニア無担保債務格付である。親会社のサポート、政府保有あるいはその他の制度･慣行上のサポ

ートによりアップリフトが加えられる発行体については、ベースライン信用リスク評価を考慮する。ベースライン信用リス

ク評価の説明については、ムーディーズの政府系発行体の格付手法を参照されたい。個々の債務証券に対する格付

には、支払優先順位および担保に応じたノッチングも織り込まれる。ノッチングの決定における全般的なガイダンスを示

したレポートは、投機的等級の事業会社のデフォルト時損失に関する格付手法、および担保や請求権優先順位に基づ

く企業の債務格付の調整に関する手法である。これらのクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパン

のウェブサイトを参照されたい。 
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各サブ要因の数値スコアには、当該サブ要因のウェイトが乗じられ、それらが合計されてウェイト適用
後のスコアが決定される。次にウェイト適用後の合計スコアが、次の表に基づいて、数値付加記号付

き格付にマッピングされる。  

スコアカードが示唆する結果 

スコアカードが示唆する結果 要因別スコアの加重平均 

Aaa x < 1.5 

Aa1 1.5 ≤ x < 2.5 

Aa2 2.5 ≤ x < 3.5 

Aa3 3.5 ≤ x < 4.5 

A1 4.5 ≤ x < 5.5 

A2 5.5 ≤ x < 6.5 

A3 6.5 ≤ x < 7.5 

Baa1 7.5 ≤ x < 8.5 

Baa2 8.5 ≤ x < 9.5 

Baa3 9.5 ≤ x < 10.5 

Ba1 10.5 ≤ x < 11.5 

Ba2 11.5 ≤ x < 12.5 

Ba3 12.5 ≤ x < 13.5 

B1 13.5 ≤ x < 14.5 

B2 14.5 ≤ x < 15.5 

B3 15.5 ≤ x < 16.5 

Caa1 16.5 ≤ x < 17.5 

Caa2 17.5 ≤ x < 18.5 

Caa3 18.5 ≤ x < 19.5 

 

例えば、加重平均スコアが 11.7 の発行体の場合、スコアカードでは Ba2 となる。 

6.コングロマリットの分析における考慮事項 

このセクションでは、特定の業種を主力事業分野としないコングロマリットであるとムーディーズがみな
す企業の格付に対するアプローチを説明する。 

7. 付録 

付録にスコアカードの全体を掲載した。 

  



 

  

7 AUGUST 1, 2018 格付手法：投資持株会社およびコングロマリット 
 

CORPORATES 

要因 1: 投資戦略（ウェイト 10%） 

この格付要因を重視する根拠 

投資戦略の透明性が高く、より保守的であれば、投資持株会社の事業プロファイルを長期的に見通
すことができる。投資持株会社は資産取得・売却を頻繁に行うことを考慮すると、この点は特に重要

である。どのようなタイプの資産に投資しようとしているか、どれくらいの投資期間を想定しているか、

目標とする投資ポートフォリオ構成はどうか、といった点について、投資戦略が明確に定められてい
れば、投資ポートフォリオの変化を見極めやすい。キャッシュフローを創出する企業に対する持分を

長期で保有する投資戦略は、より投機的で好機を狙うような投資戦略に比べ、投資価値の安定化
に寄与すると考えられる。 

経営陣による投資戦略の遂行実績も、投資持株会社の将来の事業プロファイルの強さを検討する

上で重要な考慮事項である。これには例えば、投資ポートフォリオの長期的なパフォーマンスを同業
他社と比較したり、投資対象の時価総額や配当を安定的に増加させる能力を考慮したりする。高リ

スク資産に投資する一方で、投資ポートフォリオの他の資産を保守的に管理することで、経営陣がリ

スクのバランスをとっていることが実績で示され、さらに投資の集中といった点に関して投資方針が明
確に規定されていれば、ポジティブな評価ができる。投資持株会社が、投資した企業の価値を向上

し、これを売却することでキャッシュフローを創出するような戦略をとっている場合（例： 企業の事業
再生を狙った投資戦略）、過去の実績は一層重要となる。 

評価方法 

ムーディーズは、投資持株会社のリスク・プロファイルが将来どの程度変化するかを理解するため、
投資戦略を定性的に評価する。評価対象は、投資持株会社の投資方針とガイドライン、経営陣の

実績などである。目標と、その達成に向けたコミットメントが公表されており、さらに実績がある場合に
は、評価の一助となる。 

多くの場合、投資戦略の成功（または不成功）は、投資持株会社の現在の投資ポートフォリオの状

況に反映されると考えられる。安定した収益を生む成熟企業への投資は、より高い実行リスクを伴う
グリーン・フィールド・プロジェクトへの投資より低リスクだろう。同様に重要なのは、どのようなアセット・

クラスに投資を行っているかである。未上場企業やレバレッジド・バイアウト、投機的等級の企業への

オルタナティブ投資は、伝統のある成熟した上場企業への投資に比べリスクが高い。 

公正価値に近い価格で容易に売却できる資産など、流動性の高い投資対象を軸にした投資戦略も、
相対的にポジティブに評価できる。流動性の高い資産は、投資持株会社が現金を早急に確保する

必要が生じた場合、タイムリーに売却できる上、支払う流動性プレミアムは最小限で済む。また、上
場企業の過半数株式を保有している場合には、比較的短期で売却することが困難な場合があり、経

営陣も投資先の支配持分の喪失を避けたいと考える可能性がある。一方、流動性が低かったり、変
動性が高い株式に投資し、特にこれが新興市場のものであれば、持株会社が晒されるリスクが高ま

るため、ムーディーズは通常、相対的に高リスクの投資戦略と考える。例えば、株価が急落すれば、

負債に対する資産のカバレッジが急速に悪化するかもしれないし、市場流動性が低ければ、投資持
株会社のタイムリーな資産売却はさらに制約されるかもしれない。投資対象が影響を受ける国の経

済情勢や地政学的リスクも、投資持株会社のリスク選好を示す重要な指標である。 
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要因 1 

投資戦略 (10%) 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

投資戦略 10% 該当なし* 非常に保守的

な投資戦略お

よび卓越した

戦略遂行の実

績。 
 
非常に流動性

の高い投資対

象を安定的に

保有。安定業

種の優良大企

業、高格付発

行体が典型的

な投資先。 
 
投資先の信用

プロファイルへ

の強いコミット

メント、重視。 

 
ポートフォリオ

の質が大きく

変化するリス

クが非常に低

い。明確に規

定された投資

ガイドラインに

より事業プロ

ファイルを長

期的に見通せ

る。 

保守的な投資

戦略および強

固な戦略遂行

の実績。 
 
流動性がかな

り高い投資対

象を安定的に

保有。通常、

投資適格格付

の企業で、安

定的な業種。

業績に与える

経済的要因が

分散されてい

る。 
 
投資先の信用

プロファイルへ

の 

コミットメント、

重視。 
 
投資ポートフ

ォリオの質が

予期せず大幅

に悪化するリ

スクが低い。

透明性のある

投資ガイドライ

ン。 

慎重に管理さ

れた投資戦略

および/または

良好だがばら

つきのある戦

略遂行の実

績。 
 
ある程度流動

性のある投資

対象をある程

度安定的に保

有。コアの投

資先は通常投

資適格格付の

企業。 
 
投資先の信用

プロファイルを

ある程度重

視。 
 
事業プロファイ

ルの悪化リス

クは管理可

能。投資ガイド

ラインが信用

プロファイルの

大幅な悪化を

抑制。 

幾分積極的な

投資戦略およ

び/または限定

的あるいは未

検証の実績。 
 
成熟企業と成

長企業を組み

合わせたポー

トフォリオを目

指し、投資判

断において流

動性を第一に

重視。 
 
経営陣が事業

プロファイルと

事業環境のリ

スクが高い投

資先あるいは

レバレッジド・

カンパニーに

積極的に相当

のエクスポー

ジャーをとる。 
 
積極的あるい

は機会主義的

な投資に意欲

的であること

が明らかで、

投資戦略・ガ

イドラインが不

明確。 

積極的な投資

戦略および/ま
たはほとんど

不成功に終わ

った投資実

績。 
 
成熟企業と成

長企業を組み

合わせたポー

トフォリオを目

指し、投資判

断において流

動性は二次的

な考慮事項。 
 
経営陣が事業

プロファイルと

事業環境のリ

スクが高い投

資先に積極的

に多額のエク

スポージャー

をとる。 
 
スタートアッ

プ、事業再

生、レバレッ

ジ・バイアウト

等、特殊な状

況にある投資

先への投資に

意欲的である

ことが明らか

で、明確な投

資ガイドライン

を持たない。 

非常に積極的

な投資戦略お

よび/または乏

しい戦略遂行

の実績。 
 
成熟企業と成

長企業を組み

合わせたポー

トフォリオを目

指し、投資判

断において流

動性は考慮し

ない。 

 
経営陣が事業

プロファイルと

事業環境のリ

スクが高い投

資先に積極的

に多額のエク

スポージャー

をとる。 
 
高いイベントリ

スクを伴い実

績が限定的な

投資先への非

常に高リスク

で投機的な投

資に積極的で

あることが明

らか。 

* 株式ポートフォリオ投資を中心とする持株会社の事業の性質を考慮し、格付対象企業の投資戦略が Aaa 格付に相当するというシナリオは想定しない。 

要因 2: 資産の質（ウェイト 40%） 

この格付要因を重視する根拠 

投資ポートフォリオの資産の質は、企業の信用リスクを左右する要因の一つである。ムーディーズは
この要因を評価するにあたり、投資の集中、地理的分散、事業の分散、および透明性を考慮する。 

投資持株会社の中核事業は、株式保有による投資である。資産の集中度が低いポートフォリオは相

対的に低リスクである。投資ポートフォリオの資産構成と各資産の価値は、様々な理由で急速に変
化し得る。資産の集中度合いは、安定した長期ポートフォリオにおいても上昇することがある。例えば、

投資持株会社が投資先の支配権の希薄化を避けるため、ライツ・イシュー（株主割当増資）に応募
する場合などである。 

事業構成および地理的構成について投資先が分散しているほど、投資対象の間の相関が低く、投

資持株会社が配当の受取および/または持株の売却により債務を返済する能力は、損われにくい。と
は言え、分散が高いほど時価評価と配当の安定性が高まるとは限らない。異なる業種が経済的に

相関していることがあり、景気循環性の低いセクターへに集中しているほうが有利となる場合もある。 
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ポートフォリオに含まれる個々の投資対象を深く理解することは、分析の重要な部分である。従って、
経営陣からの情報提供に透明性と一貫性があることは重要である。規制当局が厳格な情報開示を

要請する市場の上場企業に投資していれば、より信頼性の高い情報を得ることができる。 

評価方法 

資産の集中： 時価評価額で上位 3 つの投資先（現金を除く）がポートフォリオの時価評価額（現金を

含む）に占める割合。 

このサブ要因は、投資の集中リスクを把握するために用いる。さらに一部の投資持株会社は、将来
の備えやポートフォリオ全体のリスク管理のために、多額の現金を保有している可能性があることも考

慮している。従って、ポートフォリオ全体の評価額には現金を含めるが、高リスク資産の集中を評価
するため、投資額で上位 3 つの投資先を選択する際には現金を含めない。 

投資ポートフォリオの公正価値には、アナリストも判断を加える。上場企業には時価評価額を用い、

非上場企業にはムーディーズによる推定評価額を用いて算出する。非上場企業が中核的な投資
対象となっており、その簿価が経済的実態を反映していないケースでは、バリュエーションの手法を

用いる場合がある。例えば、同じ事業セグメントで比較可能な上場企業および/または比較可能な最

近の M&A 案件から適切なベンチマーク倍率が入手できる場合、標準的なマルチプル方式（例：
EBITDA またはエンタープライズバリュー(EV)のマルチプルを使用）を用いれば、最も重要な投資対象

の公正価値を評価することができる 5。ベンチマークにすべきデータが入手できず、透明性の低さが
制約要因となって企業価値を正確に評価できない市場では、このアプローチは適していない。 

資産価値の裏付となる第三者情報や他の信頼性のある市場価値指標が得られない場合、監査済

財務諸表に記載の簿価に従い、通常はヘアカットを適用する（ただし資産価値が過小評価されてい
ると考えられる理由があれば、簿価を上回る評価額を使用する場合もある）。ヘアカットは、資産価

値を取り巻く不確実性と、短い周期でバリュエーションをモニタリングすることの難しさを反映するため
に適用するものであり、資産価値の見通しを反映するために全面的に適用する可能性もある。例え

ば、資産が毀損している場合や、簿価が推定公正価値を大幅に上回るケースがこれに相当する。

非上場企業の株式を非常に長期にわたり保有し 6、取得原価が投資の公正価値を反映していない
場合、簿価を用いた評価では企業価値を過小評価する可能性もある。投資ポートフォリオが少数の

非上場企業に集中している場合、簿価に基づく評価は一般的に適切ではなく、より詳細な事業会社
の分析が必要である。 

地理的分散： 地理的分散は、異なる国または地域に所在するコア資産（出資比率 20%以上の投資

対象、または時価評価額が投資ポートフォリオ全体の評価額の 10%以上に相当する資産）の数に基
づいて推定する。また、投資の地理的分散も考慮する。これは、投資収益の安定性と時価評価額お

よび配当収益の安定性に寄与し得るためである。 

地理的分散についてのムーディーズによる企業の相対評価は、地域経済間の相関の可能性も考慮
に加える。例えば、米国内での分散は、ベネルクス三国のうち 2 カ国（例えばベルギーとオランダ）へ

の分散に比べ、より効果が大きいだろう。従って、米国内での分散性が高い企業は、欧州の隣接す

る 2 カ国のみに投資する発行体より高いスコアが付与される可能性がある。 

事業の分散： 投資対象の事業セクターの数 

事業の分散の指標として、ムーディーズは他の事業会社格付手法で特定される様々なセクターを考

慮する。企業の監査済財務諸表で開示されるセグメント情報も考慮する可能性がある。スコアカード

から導出されるスコアは事業セクターの数に基づくが、格付分析ではさらに、各セクターへの投資の
割合と、主要セクターへのエクスポージャーと相関を持たない他のセクターのエクスポージャーの間

のバランスも考慮する。地理的分散の指標と同様、投資ポートフォリオの事業セクターの分散も考慮
する。これが投資収益の安定性と、時価および配当の安定性に寄与し得るためである。 

                                                                        
5 適切かつ十分なデータが存在する場合、キャッシュフロー･モデルを用いることもある。 
6 長期投資戦略をとる持株会社では、投資期間が 20-30 年を超えることがある。 
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投資ポートフォリオの透明性： 投資ポートフォリオの資産に関する公的な透明性 

投資ポートフォリオに関する透明性の度合いを定性評価する。厳格な規制のある成熟市場の上場

企業は通常、詳細な情報開示を要請される。そのため、個々の投資対象についての深い理解を助

けるタイムリーで質の高い情報が得られる。株式市場に上場されていることも投資対象の評価に役
立ち、継続的で正確な時価に基づくレバレッジの算出が可能となる。一方、個々の投資に関し入手

できる情報が限られており、第三者によるデータの検証ができない場合、投資ポートフォリオの分析
は困難である。 

ただし、投資持株会社のポートフォリオの質を検討する上で、非上場株式の持つ多くの利点を考慮し

ないわけではない。一部の投資持株会社は、自身が得るキャッシュフローを増加させ、より高い成長
率を達成するために、ポートフォリオを意図的に分散させ、非上場株式と上場株式のバランスをとっ

ている。非上場の完全子会社は公的な精査を受けず、短期的な目標に制約されない。そのため、

株主はしばしば将来の IPO あるいは売却により投資価値を実現することを目的として、自身が望むス
ピードでそれらの企業を成長させることができる。 

要因 2 

資産の質（40%） 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

資産の集中 10% 最小 
<10% 

非常に低い 
10% - 20% 

低い 
20% - 35% 

中位 
35% - 50% 

高い 
50% - 60% 

非常に高い 
>= 60% 

非常に高い。通

常、60%以上が上

位 2 社に集中。 

地理的分散 10% グローバルに分散 分散性が非常に高

い 
分散性が高い 分散性が中位 分散性が低い 分散性が非常に低

い 
分散性が最小 

コア資産がグロー

バルに広く分散 
コア資産が主要経

済地域に広く分散 
コア資産が幾つか

の主要地域に分散

し、各地域内でも

分散 

コア資産が 2-3 の

地域の主要国に分

散、あるいは幾つ

かの大規模国に分

散 

コア資産が 1 地域

の多数の大規模

国に分散. 

コア資産が 1 地域

の 2-3 の中規模国

または 1 つの大規

模国に所在 

コア資産が中規模

の 1 ヵ国のみ、あ

るいは小規模な数

ヵ国に所在 

事業の分散 10% >= 13 セクター 10 - 12 セクター 8 - 9 セクター 6 - 7 セクター 4 - 5 セクター 2 - 3 セクター 1 セクター 

投資ポートフ

ォリオの透明

性 

 

10% 完全な透明性 高い透明性 良好な透明性 中位の透明性 限定的な透明性 低い透明性 非常に低い透明性 

全て（あるいはほ

ぼ全て）の投資対

象が上場企業で、

非常に質の高い情

報開示が定期的に

行われる（通常、

少なくとも 4 半期

毎）。上場企業で

あるためポートフォ

リオの評価額をタ

イムリーかつ正確

に推定できる。 

投資対象の大半が

上場企業で、質の

高い情報開示が定

期的に行われる

（通常、少なくとも

4 半期毎）。上場企

業であるためコア

資産の評価額を非

常に良好に推定で

きる。 

ポートフォリオ評価

額の半分以上が

上場企業で構成さ

れ、良好な情報開

示が定期的に行わ

れる（通常、少なく

とも半年毎）。非上

場企業の評価に十

分な情報が入手可

能。 

コアの投資対象は

上場企業であるこ

とがほとんどだが、

評価額の推定のた

めに入手可能な開

示情報の質が高く

ない市場の非上場

企業への投資が大

きな割合を占め

る。 

コアの投資対象

に、非上場企業の

評価額推定のため

に入手可能な開示

情報が限定的な市

場の上場企業と非

上場企業が含まれ

る。 

非上場企業への投

資および/または評

価額の推定のため

に入手可能な開示

情報が限定的な市

場への投資が大き

な割合を占める。 

投資対象の大部

分が非上場企業、

ポートフォリオ評価

額の推定のために

入手可能な開示情

報の質が低い。評

価額は簿価に基づ

く可能性があり、大

幅な評価減のリス

クがある。 

要因 3: 財務方針（ウェイト 10%） 

この格付要因を重視する根拠 

経営陣と取締役会の財務リスク許容度は債務水準、信用力、資金調達・資本構成の悪化リスクに

直接影響を与えるため、格付を左右する要因である。投資持株会社は株価リスクに晒されるため、
他の事業会社に比べレバレッジ指標が変動しやすいことを考慮すると、財務リスク許容度は重要な

要因である。投資持株会社による企業買収・売却も、将来のレバレッジの推定を困難にする。 

財務方針の評価では、認知できる取締役会と経営陣の財務リスク許容度、および資本構造の今後
の方向性を検討する。評価に際しては、この分野で投資持株会社が公的に表明したコミットメント、コ

ミットメント遵守の実績、目標達成能力に対するムーディーズの見解等が考慮点となる。 
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財務リスク許容度は投資・資本配分の指標となる。信用プロファイルが改善しても、格上げの判断に
至るためには、経営陣が信用プロファイルの維持にコミットしていることが必要な場合が多い。例えば、

ある企業が格付カテゴリーに相応する範囲で財務の柔軟性を高めても、それを戦略的買収、株主
への現金配当、事業の分社化、あるいは他のレバレッジ上昇を伴う取引に用いると判断されるような

ら、格上げには至らない可能性がある。逆に、ある程度レバレッジの上昇を伴う事案が発生しても、
経営陣が信用指標を事案発生前の水準に回復させることに高い優先度を置き、それに対するコミッ

トメントをこれまでの行動を通して継続的に示してきた場合、格付を維持する可能性もある。 

評価方法 

ムーディーズは、発行体が目指す資本構造あるいは目標とする信用プロファイル、これまでの行動、

およびコミットメントの遵守を評価する。景気サイクルおよび業界サイクルの様々な局面においての経

営陣の実績とキャッシュフローの使途に注目する。また、経営陣がクレジット市場および流動性環境
の変化、訴訟、競争上の課題、規制圧力といった重要な事象に対し、どのように対処したかにも着目

する。特に、目標とする時価に基づくレバレッジに対するコミットメントをポジティブに評価する。投資持
株会社は資産を売買することが多く、株式市場リスクへのエクスポージャーを抱えるが、時価に基づ

くレバレッジへのコミットメントがあれば、より長期的なレバレッジの推定が可能になるためである。これ
は即ち、時価に基づくレバレッジは変動性が高く、通常より何倍も予測が困難だということでもある。 

経営陣が積極的にポートフォリオおよび投資戦略を変更する傾向についても、そのために行う取引の

目的（コア･コンピテンシー強化のためか、あるいは新規事業のためか）とその資金調達方法に注目し

て評価する。買収の頻度と規模、および過去の買収における資金調達方法にも注目する。負債調
達による買収あるいは信用力の悪化を伴う買収を実施したことがあれば、通常はこの要因に低いス

コアが付与される。 

また、対象企業とその株主が、これまで株主還元と債券保有者の利益のバランスをどのようにとって
きたかも考慮する。債券保有者の利益より株主還元を重視してきた実績があれば、この要因のスコ

ア付与に際してネガティブに評価される。 

要因 3 

財務方針（10%） 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

財務方針 10% 極めて保守的な

財務方針をとる

ことが予想され

る。非常に安定

した指標。非常

に強固な信用プ

ロファイルの長

期的な維持を公

的に表明。 

非常に安定的か

つ保守的な財務

方針をとることが

予想される。安

定した指標。格

付アクションにつ

ながるイベントリ

スクが最小。強

固な信用プロフ

ァイルの長期的

な維持を公的に

表明。 

債権者の利益を

保護する予測可

能な財務方針を

とることが予想さ

れる。中位のイ

ベントリスクはあ

るが、レバレッジ

への影響は小さ

く一時的なものと

みられる。安定し

た信用プロファイ

ルの維持を強く

表明。 

債権者と株主の

利益の平衡をと

る財務方針をと

ることが予想さ

れる。負債調達

による買収また

は株主還元が信

用プロファイルを

悪化させるリスク

がいくらかある。 

債権者より株主

を優先する財務

方針をとることが

予想される。株

主還元、買収ま

たは他の重大な

資本構成の変更

に起因する財務

リスクが平均を

上回る。 

債権者より株主

を優先する財務

方針をとることが

予想される。株

主還元、買収ま

たは他の重大な

資本構成の変更

に起因する財務

リスクが高い。 

様々な経済環境

において高い債

務再編リスクの

発生につながる

財務方針をとる

ことが予想され

る。 

要因 4: 推定時価に基づくレバレッジ（ウェイト 20%） 

この格付要因を重視する根拠 

投資持株会社の資産の大半は通常、子会社および関連会社の株式である。持株会社が投資資金

の一部を負債調達し、株式投資からの利益を増やそうとする場合、当該負債の信用リスクは、負債
をカバーする資産の価値に大きく影響される。 

評価方法 

推定時価に基づくレバレッジ（MVL）： 純有利子負債/ポートフォリオ資産の推定時価評価額 

債務返済に対する潜在的な資産カバレッジの状況を正しく反映するため、頻繁に売買される上場株
式のように第三者による検証が可能な時価や公正価値の情報が高頻度で入手できる場合、その情

報に基づいてポートフォリオの評価額を算出する。非上場株式のように時価/公正価値の情報が利
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用できないケースでは保守的なアプローチをとり、通常、投資の簿価にヘアカットを適用して評価額
を算出する（簿価が資産価値を下回っていると考えられる理由がある場合は、評価額を簿価から引

き上げる可能性がある）。また、投資の公正価値の変動に対応するために締結するヘッジ契約も考
慮することがある。現金残高は MVL の分子である純有利子負債に既に反映されているため、ポート

フォリオの評価額には算入しない。さらに、持株会社が投資先企業の債務を保証している場合、有
利子負債の金額を調整する。 

特別目的会社（SPV）によるノンリコース債務発行により買収資金を調達するケースでは、SPV の債務

を持株会社の債務と合わせて MVL に算入する。持株会社は SPV のノンリコース債務に関し、契約上
の支払い義務は負わないが、持株会社は通常、投資対象へのコミットメントを維持すると考えられ、

SPV が被買収企業からの配当で債務の元利払いを十分にカバーできない場合は、持株会社が SPV
をサポートするとムーディーズはみている。SPV が債務をデフォルトすれば、持株会社は投資対象の
持分を失うだけでなく、より広範な市場において風評被害を被る可能性があり、投資持株会社は被

買収企業よりはるかに大きな影響を受けるとみられる。 

要因 4 

推定時価に基づくレバレッジ（MVL）（20%） 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

推定時価に基

づくレバレッジ 
20% 最小 

通常 10%未満 

非常に低い 
通常 10%-15% 

低い 
通常 15%-25% 
 

中位 
通常 25%-35% 
 

高い 
通常 35%-45% 
 

非常に高い 
通常 45%-60% 
 

高レバレッジ 
通常 60%以上 
 

要因 5: カバレッジと流動性(ウェイト 20%) 

この格付要因を重視する根拠 

支払利息を事業キャッシュフローにより必ずカバーできれば、投資持株会社の財務柔軟性と長期的

な存続可能性にポジティブに働く。ポートフォリオ資産が十分に成熟しておらず、債務の元利払いを
十分にカバーできる配当を投資対象から得られない投資持株会社は、ムーディーズが市場の悪化

に備えて留保しておくべきと考える現金と信用ファシリティへの依存度が高い。 

債務の満期の集中は流動性を圧迫し、リファイナンス･リスクを高めるため、債務返済のタイミングは
投資持株会社の信用プロファイルの評価において特に重視される。他の条件が同一であれば、債務

の満期までの期間が長いほど、発行体は返済とリファイナンスのためにより長い時間と多くの選択肢
を得られるため、より高い財務柔軟性を確保できる。また、近い将来に償還予定の債務に対し十分

な現金残高を確保していることも財務の柔軟性を強化する。 

評価方法 

(FFO + 支払利息) / 支払利息：  FFO インタレスト・カバレッジは、（Funds From Operation・営業活動

から得られるキャッシュフロー + 支払利息） /  支払利息として算出する。 

FFO インタレスト・カバレッジは、持株会社が営業活動による資金で利息を支払う能力を評価するた
めに用いる。投資持株会社の経常的な現金収入の大部分は配当と受取利息であるが、事業会社

に対するグループ内貸付の利息、親会社が事業会社に提供するサービスに対する手数料等、他の

現金収入源を含めることもある。資産売却益や一回限りの事業再編費用等、一過性または非経常
的なキャッシュフローはこの指標から除外するが、総合的な格付評価には定性的に織り込む。 

経常的な費用は主に支払金利、事業経費（人件費、事務所賃料等）および税金に関わるものであ

る。投資持株会社から株主に支払う配当は、ムーディーズは FFO の一部とみなしておらず、企業の
裁量による性質の項目であるため、FFO インタレスト・カバレッジには算入しない。 

流動性： 現金残高とコミッテッド･クレジット･ファシリティで向こう何年間の債務償還を賄えるかをみる。 

現金残高とコミッテッド・クレジット・ファシリティを債務の償還スケジュールと比較し、利用可能な流動

性で向こう何年間の債務償還を賄えるかを評価する。クレジット・ファシリティを参入する場合は、ファ
シリティの契約期間に限定される。例えば、未使用の期間 5 年のクレジット・ファシリティは 3 年後の

債務償還に用いることができるが、5 年後にはファシリティ契約が満期を迎える。 
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ムーディーズは、債務の満期到来時に、まず利用可能なコミッテッド・クレジット・ファシリティから引き
出された資金が債務償還に用いられると想定してこの指標を算出する。そのためには、ファシリティ

契約の満期日に引き出し済みの金額に応じて債務の満期プロファイルを調整する必要がある。例え
ば、下の例 1 のように、現金残高が多くない場合、1 年目の債務返済は 3 年のクレジットラインで十分

に賄えるが、3 年目にはクレジットラインが満期となる。また例 2 では、現金残高で 1 年目の債務返済
を十分に賄えるが、4 年目の債務返済を賄うには残っている流動性では足りない。 

例 1        例 2       

現金残高  25   現金残高  50  

利用可能な契約期間 3 年のコミッテッ

ド・ファシリティ 50   

利用可能な契約期間 5 年のコミッテッド･

ファシリティ 25  

利用可能な流動性の合計 75   利用可能な流動性の合計 75  

             

 満期支払額 
調整後満期 
支払額 

残余流

動性    満期支払額 
調整後満期

支払額 
残余 
流動性 

1 年目 50 50 25  1 年目 50 50 25 

2 年目 0 0 25  2 年目 0 0 25 

3 年目 0 0 + 50 不足  3 年目 0 0 25 

4 年目 50 50    4 年目 50 50 不足 

5 年目 50 50    5 年目 50 50 + 25   

             

流動性で債務償還をカバーできる年数   2 年  流動性で債務償還をカバーできる年数   3 年 

 
要因 5 

カバレッジと流動性（20%） 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

(FFO + 支払利息) / 支払利息 10% >= 7x 5.5x - 7x 4x - 5.5x 3x - 4x 2x - 3x 1x - 2x < 1 x 

流動性 10% >= 10 年 7 - 10 年 5 - 7 年 3 - 5 年 2 - 3 年 1 - 2 年 < 1 年 

スコアカードの想定と限界、およびスコアカードに含まれない格付上の考慮事項 

本格付手法のスコアカードでは、複雑性を高め実際の格付により近いマッピングを行うよりも、透明性

を向上させるため簡便性を追求することに重点を置いた。従って、スコアカードで用いられる 5 つの主
要格付要因は、投資持株会社の格付で重視されるすべての考慮事項を網羅したものではない。ま

た、ムーディーズの格付は将来の業績予想を織り込んでいるが、スコアカードのマッピングでは主に過

去の財務情報を用いている。一部のケースでは、開示できない機密情報に基づいて将来の業績を
予測している。過去の実績、業界トレンド、競合他社の動向、その他の要因に基づいて、将来の業績

を推定する場合もある。いずれにせよ、将来の予測は相当に不正確なものとなるリスクがある。 

ムーディーズによる予想は、マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、業界の競争状況、破壊的
技術、行政措置や訴訟といった想定外の変化によって、不正確なものになり得る。 

格付分析の際の主な前提としては、以下のようなものが挙げられる。ソブリンの信用リスクは他の国

内発行体の信用リスクと強い相関性があること、法的な請求権優先順位は様々な債務クラスの平
均回収率に影響を与え、同一発行体の異なる債務クラスの格付差異を十分に正当化すること、流

動性調達力は信用リスクの重要な決定要因になることなどである。 

本格付手法のスコアカードで用いる指標を選択するにあたり、経営陣の質と経験、コーポレート・ガバ
ナンス評価、財務報告と情報開示の質など、あらゆる業界のすべての企業に共通する重要な格付

要因の幾つかは、明示的な形では含めなかった。それらをスコアカードに基づいて格付カテゴリーで
ランキングすると、他の様々なセクターの格付対象発行体に対して特定の発行体の相対的ランキン

グが緻密になりすぎる場合がある。 

格付には、定量化が難しい要因や、特定の場合に限り信用力の差別化に有効となる要因が追加的
に含まれることもある。そうした要因には、財務管理、不透明な免許制度に関するリスク、一部諸国
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における政府介入の可能性などが含まれる。規制、訴訟、流動性、技術、風評リスク、消費者や事
業の支出動向の変化、競合企業の事業戦略、マクロ経済動向なども格付に影響を与える。これらは

重要な考慮事項ではあるが、スコアカードで正確に表現しようとすれば、過度に複雑になり、透明性
が大幅に低下することは避けられない。また、実際の格付では、特定の要因のウェイトがスコアカード

で用いるウェイトとは大きく異なっている場合もある。 

このように格付上の考慮事項のウェイトが変化するという状況は、スコアカードには含めていない要因
にも当てはまる場合がある。例えば、流動性は格付に極めて重要な影響を与え得る要因であるが、

状況によっては、似たような信用プロファイルの発行体の差を考える際、実質的な影響を与えないこ
ともある。例外的にデフォルト・リスクを高めるような極めて低い流動性は、格付に大きく影響する場

合もある。しかし、格付が低く、流動性がデフォルト回避に大きな役割を果たす場合でない限り、2 社

の信用プロファイルが全く等しく、唯一の違いが、一方は流動性が良好であり、もう一方が「極めて」良
好であるという場合、両社の格付は同じになることがある。 

その他の格付上の考慮事項 

ムーディーズが考慮する要因は本稿で考察した要因以外にもある。格付においては、コーポレート・
ガバナンス、財務管理、流動性管理、グループの複雑性、投資対象の配当に対する影響力、イベン

トリスク、親会社および制度上のサポートなども考慮する。 

コーポレート・ガバナンス 

コーポレート・ガバナンスの評価で注目する点としては、監査委員会の財務に関する専門知識、上級
幹部の報酬制度が規定するインセンティブ、関連当事者間取引、外部監査人とのやり取り、株主構

成などがある。 

財務管理 

ムーディーズは、監査済財務諸表の正確性を信頼して、格付の付与とモニタリングを行っている。財
務諸表の質は、業務の一元化、経営陣の適切な方針、会計方針と手続きの一貫性といった、内部

統制の影響を受ける可能性がある。財務諸表における会計監査人のコメント、通常とは異なる財務

諸表の修正や規制当局への提出遅延は、内部統制の弱さを示すこともある。 

流動性管理 

流動性は全ての投資持株会社の格付を評価する上で重要な考慮事項であり、ストレスが加わった

状況下では最も重要な格付要因となり得る。ムーディーズは、現金の源泉と使途の両面から、短期

的にどの程度の流動性が必要となるかを予想し、内部流動性ならびに銀行のコミッテッド・クレジット・
ファシリティの質、短期債務およびアンコミッテッド・クレジットラインへの依存度などの外部流動性を

評価する。 

グループの複雑性 

一般に、グループ構造が複雑であるほど、持株会社と他のグループ会社あるいは株主との境界が不

明瞭になる。そのため、グループの一部の企業にマイナスの影響を与える要因が持株会社にも影響

する可能性が高くなる。極端なケースでは、持株会社と各投資対象との間で信用リスクの波及が深
刻になることを踏まえ、格付対象企業を投資持株会社ではなくコングロマリットとして扱うこととし、分

析アプローチを修正する可能性がある。グループの複雑性が高まるということは、追加流動性へのア
クセス、税効果の最適化による節税、資金管理の改善といった点において、より高度な管理能力を

持つことを示唆すると考えられるが、その一方で持株会社と投資ポートフォリオに含まれる様々な投
資対象との間で信用リスク波及の可能性も高まる。 

ムーディーズは、グループの複雑性を表す次の 4 つの指標に着目する。 
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 出資先企業間の株式持合い 

 出資先企業間の取引および/または持株会社と出資先企業間の取引  

 持株会社株主による関連者間取引 

 複数の会社における負債調達（持株会社のポートフォリオに含まれる出資先企業間で負債調

達が行われる） 

投資対象の配当政策への影響力 

投資持株会社の事業会社に対する影響力が大きいほど、投資持株会社は事業会社の配当政策の
変更や事業会社におけるグループ企業間融資を通じて、自社の資金需要に応じた追加の流動性を

より柔軟に創出できる。同時に、高い出資比率を維持する傾向のある企業は、資産の集中度も高く
なる傾向がある。主要投資対象に対する支配権を維持する投資戦略をとれば、ポートフォリオの分

散は結果として低くなるためである。これら 2 つの要因のバランスをどう考えるかということは重要な考

慮点となり得る。投資持株会社が主要投資対象に対し強い影響力を持つ場合、両者の信用力の関
連性はより強くなるためである。 

イベントリスク 

不測のイベント発生により発行体のファンダメンタルな信用力が突如、急激に悪化する可能性がある

こともムーディーズは認識している。特別なイベントの典型的な例として、M&A、資産売却、事業分
離、資本再編計画、訴訟、株主還元などがある。後継者に関する明確な計画がない場合、キーパ

ーソン・リスクも格付にマイナスの影響を与えることがある。 

親会社からのサポートおよび制度上のサポート  

親会社からのサポート 

高格付の企業が株主となっており、株主企業にとって戦略上の重要性を持つとみられる企業の格付

にはアップリフトが織り込まれる可能性がある。親会社からのサポートの分析においてムーディーズは、

ストレス状況下に置かれた企業あるいは大規模な資本投資などのために資金を必要とする企業に
対し親会社がサポートを提供するための財務能力あるいは戦略上の動機を有するかどうか、あるい

は過去にサポートを提供したことがあるかどうかを検討する。逆に、親会社が発行体に対し高水準の
配当を要請し、それが財務柔軟性を低減している場合は、このリスクを格付に反映させる。 

他の制度上のサポート 

日本や韓国など一部の国では、国にとって戦略上の重要性を持つ一部の大企業が財務逼迫に直

面した場合、政府や銀行からのサポートを受ける可能性がある。ムーディーズの日本の事業会社の
格付には、規模が大きく社会的に重要な企業に対して作用する、日本固有のサポートシステムの要

因が考慮されている。このサポートシステムの要因が、日本の発行体の長年に亘るデフォルトの少な
さに表れている。ムーディーズの分析手法においては、格付対象企業と、その企業グループや取引

銀行との関係を重視している。 

コングロマリットの分析における考慮事項 

コングロマリットを自称する企業は多数あるが、本格付手法ではコングロマリットとみなす企業を絞り込
んだ結果、コングロマリットとして本格付手法が適用される企業はごく少数となっている。他の事業会

社とコングロマリットを区別する主な特徴を以下に挙げる。 

 コングロマリットは、全く関連性のない複数の業界に投資し、通常、投資対象の過半数株式ある

いは全株式を保有するが、明確に主力事業として位置づけられる事業セグメントを持たない。全

く関連性のない業界に複数の事業子会社や投資対象を有する企業は、非常に数多く存在する

が、その大部分が一つの主要事業セグメントを持つとムーディーズはみている。そのような企業
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を格付けする場合、主要事業セグメントに関連するセクターの格付手法を用い、他の事業セグメ

ントのリスクの違い（事業分散の恩恵を含む）や財務パフォーマンスも併せて考慮する。 

 コングロマリットは単一の事業体として行動し、グループ内での資本再配分を制約する大きな障

壁はなく、持株会社が子会社の資金需要をサポートするために債務を発行することもある。 

コングロマリットの信用リスク評価では、各事業セグメントの信用リスクとグループの信用力に対する寄

与とのバランスを織り込む必要がある。この定義に基づくコングロマリットの格付は、最も信用リスクが
高い、あるいは低い事業セグメントの信用リスクではなく、各事業セグメントの比率に応じて加重した

信用リスクの合計を示すものとなる可能性が高い。また、業種および所在国からみた資産およびキャ
ッシュフローの分散がコングロマリットの信用リスクを低減する可能性も考慮する必要がある。 

グループ内の資本配分に大きな制約がないため、連結ベースのグループ全体の信用プロファイルに

基づく分析が必要となる。これには、グループ経営戦略と規律、コーポレート･ガバナンス、財務方針

などの検討が含まれる。また、グループ内での資本再配分は、コングロマリット内の弱い事業体から
強い事業体への信用リスク波及につながる可能性がある。従って、サポート提供の可能性およびサ

ポートとして提供される資本の金額と経路が関連事業体のそれぞれの信用リスクに与える影響も評
価する必要がある。 

コングロマリットの債務水準がさほど高くなければ、その信用力は強い事業セグメントによって支えられ

ているとみることができる。ただし、この見方は弱い事業セグメントがグループ全体の信用力を引き下
げる可能性が低い、あるいは全くないことを前提としている。ほとんどの場合、グループ債務は少なくと

も各主要セグメントの信用力にある程度依存するとみられるため、主なセグメントの信用リスクの合計
を用いるサム・オブ・ザ・パート・アプローチを適用する方が適切である。 

コングロマリットは通常、グループの事業戦略に対する強い監督権限と一貫した財務方針を持つ。一

般に、主要/旗艦子会社が必要とする場合は様々な形式で財務支援を行うとみられ、子会社が自
身で資金調達を行う際は、保証や担保を提供することも珍しくない。さらに、法的助言、一元化され

たキャッシュ･マネジメントといった重要な事務管理あるいはサポート・サービスや、他の事務管理サ

ービスを提供することもある。コングロマリットは 1 つのグループとして行動し、事業および経営が高度
に統合されていることがある。さらに、有利な裁定取引の機会があれば資産を売買することもあるが、

通常は具体的な出口戦略を持たずに事業構成を長期的に維持することが投資戦略の一つとなって
いる。 

ムーディーズは、コングロマリットが関与する主要業種別に、各業界の格付手法のスコアカードを適用

して事業リスクと信用リスクを評価する。ほとんどケースでは、上位 2 つか 3 つの事業セグメントについ
て評価することが有意義である。その結果に基づいて、スコアカードから加重平均した結果を推定す

る。関連業界の格付手法と同様、スコアカードが示唆する格付が必ず実際の格付と一致するわけで

はなく、スコアカードに含まれない他の検討事項もある。一部のケースでは、分散による恩恵もそのよ
うな検討事項に含まれる。ムーディーズは、コングロマリットがグループ内で債務を配分する際に、税

効果や通貨の違いを考慮する可能性があることも認識している。このような不規則要因によって債
務配分が不均衡となっている場合でも、連結財務諸表の分析と各事業セグメントの格付水準ごとの

理論上の債務負担能力を合わせて考慮することで、概ねその影響を緩和した分析が可能になる。 

このような分析アプローチを取る場合、必要に応じ、グループ全体の加重平均後の格付を考えるた
め、コングロマリットの持株会社債務を子会社事業に配分する場合もある。この配分比率の算出は通

常、キャッシュフロー指標（各主要事業セグメントの EBITDA への寄与など）を中心に考える。これは、
この指標が多様な子会社のおおよその債務負担能力を表すと考えられるためである。通常はキャッ

シュフロー指標を重視するが、加重計算においてどの指標を最も重視するかは、最終的には格付委

員会の決定事項である。例えば、資本集約型企業については資産関連指標を重視したり、格付委
員会が対象企業について営業利益が最も適切な指標であると考える場合は、営業利益を重視する

場合もある。 
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他の要因：ポートフォリオの安定性、株主構成、分散性 

ポートフォリオの安定性 

ある期間におけるコングロマリットのポートフォリオの安定性は、投資資産とその構成（セクター、国、
収益とキャッシュフロー等）の安定性、買収案件、事業分離およびグリーン・フィールド・プロジェクトの

数の分析により評価できる。バランスのとれた投資戦略を実現するための明確な指針を備えた強い

財務規律があり、イベントリスクが限定的な場合は、コングロマリット全体の信用リスク評価においてポ
ジティブな要因とみることができるだろう。行動の予測がつきやすい場合も通常、信用評価にポジテ

ィブである。これは、コングロマリットが一定の事業構成を維持し続けなくてはならないということではな
く、コングロマリットが様々な事業をどのように管理しようとしているかについて、明確な戦略を持つ場

合、ムーディーズはこれを高く評価するということである。 

関連会社および子会社の支配 

コングロマリットの子会社への出資比率が 100%未満であることは珍しくない。コングロマリットが強力な

支配権を行使するとしても、少数株主は持株比率に応じて配当可能利益を受け取る権利を有する。

この少数株主に支払われる現金は、コングロマリットの持株会社レベルの債務返済に充当することは
できない。従って、過半数株式を保有する子会社のキャッシュフローについては、会計原則では全て

が連結の数字に反映されるが、比例連結方式で計算した方が、経済的実態がより適切に反映され
るだろう。この方法は持分法適用子会社に対しても適切な分析手法となろう。 

親会社と子会社の関係およびグループ内のサポート 

持株会社がコングロマリットの一部を構成する事業に個別の財務サポートを提供することもあり得る。
そのような財務サポートは、企業間融資、増資、資産の譲渡、金融保証の提供、債務免除等の形を

とる可能性がある。サポートの強さは、それが提供される方法と、ムーディーズが評価する親会社の
サポート提供の意思と能力によって決まる。 

コングロマリットは一般に単一の事業体として行動すると想定されるため、ある事業へのサポート提供

は通常、グループ内の他の事業を代償とする。前提となる考え方は、コングロマリットは、グループ内
で資本が移転する可能性はあるものの、その価値はグループ企業の合計を上回ることはなく（後述

のように事業分散が大きければ一定のプラス効果もあろうが）、結果としてコングロマリットの信用力は

グループ内事業体の信用力の平均に概ね等しくなる、ということである。グループ内の他の事業体か
らサポートを受けることも珍しくないだろう。 

財務サポートの対象をある事業から別の事業にシフトさせた実績がある場合、特定の事業が他の事

業より大きな影響を受けやすいか、あるいは全事業が等しく影響を受けるのか、を推し量る材料とな
る。そのような分析の際、子会社の債務契約のコベナンツをみて、関連会社あるいは外部の他社と

の取引が禁止されていないか、それにより子会社が提供できるサポートが制約される可能性がある
かを確認することも重要な視点である。コングロマリットにとって重要な成功要因の一つは、事業機会

追求のためにグループ全体にわたる資金を用いることができることだとムーディーズは考えている。 

株主構成 

株主構成はコングロマリットの信用評価にプラスとなる可能性のある要因である。例えば、安定した株

主構成（過半数株式を同族が保有）や明確な後継者育成計画は、プラス要因となり得る。逆に、株

主の影響が不明確、あるいはガバナンス体制が脆弱であれば、最終的な格付にマイナスの影響を
与える可能性がある。 

分散性の持つポジティブな効果 

コングロマリット内での事業分散は、債権者に恩恵をもたらす可能性がある。ただし、事業が分散して
いるとみなされるのは、様々な事業間の相関が低い場合である。そのため、ムーディーズは分散性を

評価する際には、実質的な分散効果を非常に重視し、慎重なアプローチをとる。 
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付録: 投資持株会社のスコアカード 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

投資戦略 

投資戦略 10% 該当なし* 非常に保守的な投資戦

略および卓越した戦略遂

行の実績。 
 
非常に流動性の高い投

資対象を安定的に保有。

安定業種の優良大企

業、高格付発行体が典

型的な投資先。 
 
投資先の信用プロファイ

ルへの強いコミットメン

ト、重視。 
 
ポートフォリオの質が大

きく変化するリスクが非

常に低い。明確に規定さ

れた投資ガイドラインに

より事業プロファイルを

長期的に見通せる。 

保守的な投資戦略およ

び強固な戦略遂行の実

績。 
 
流動性がかなり高い投

資対象を安定的に保有。

投資適格格付の企業

で、安定的な業種。業績

に与える経済的要因が

分散されている。 
 
投資先の信用プロファイ

ルへのコミットメント、重

視。 
 
投資ポートフォリオの質

が予期せず大幅に悪化

するリスクが低い。透明

性のある投資ガイドライ

ン。 

慎重に管理された投資

戦略および/または良好

だがばらつきのある戦略

遂行の実績。 
 
ある程度流動性のある

投資対象をある程度安

定的に保有。コアの投資

先は通常投資適格格付

の企業。 
 
投資先の信用プロファイ

ルをある程度重視。 
 
事業プロファイルの悪化

リスクは管理可能。投資

ガイドラインが信用プロフ

ァイルの大幅な悪化を抑

制。 

幾分積極的な投資戦略

および/または限定的あ

るいは未検証の実績。 
 
成熟企業と成長企業を

組み合わせたポートフォ

リオを目指し、投資判断

において流動性を第一に

重視。 
 
経営陣が事業プロファイ

ルと事業環境のリスクが

高い投資先あるいはレバ

レッジド・カンパニーに積

極的に相当のエクスポー

ジャーをとる。 
 
積極的あるいは機会主

義的な投資に意欲的で

あることが明らかで、投

資戦略・ガイドラインが不

明確。 

積極的な投資戦略およ

び/またはほとんど不成

功に終わった投資実績。 
 
成熟企業と成長企業を

組み合わせたポートフォ

リオを目指し、投資判断

において流動性は二次

的な考慮事項。 
 
経営陣が事業プロファイ

ルと事業環境のリスクが

高い投資先に積極的に

多額のエクスポージャー

をとる。 
 
スタートアップ、事業再

生、レバレッジ・バイアウ

ト等、特殊な状況にある

投資先への投資に意欲

的であることが明らか

で、明確な投資ガイドライ

ンを持たない。 

非常に積極的な投資戦

略および/または乏しい

戦略遂行の実績。 
 
成熟企業と成長企業を

組み合わせたポートフォ

リオを目指し、投資判断

において流動性は考慮し

ない。 
 
経営陣が事業プロファイ

ルと事業環境のリスクが

高い投資先に積極的に

多額のエクスポージャー

をとる。 
 
高いイベントリスクを伴い

実績が限定的な投資先

への非常に高リスクで投

機的な投資に意欲的で

あることが明らか。 

資産の質 

資産の集中 10% 最小 
<10% 

非常に低い  
10% - 20% 

低い 
20% - 35% 

中位 
35% - 50% 

高い  
50% - 60% 

非常に高い； 
>= 60% 

非常に高い。通常、60%
以上が上位 2 社に集

中。 

地理的分散 10% グローバルに分散 
 
コア資産がグローバルに

広く分散 

分散性が非常に高い 
 
コア資産が主要経済地

域に広く分散 

分散性が高い 
 
コア資産が幾つかの主

要地域に分散し、各地域

内でも分散 

分散性が中位 
 
コア資産が 2-3 の地域

の主要国に分散、あるい

は幾つかの大規模国に

分散。 

分散性が低い 
 
コア資産が 1 地域の多

数の大規模国に分散。 

分散性が非常に低い 
 
コア資産が 1 地域の 2-3
の中規模国または 1 つ
の大規模国に所在 

分散性が最小 
 
コア資産が中規模の 1 ヵ
国のみ、あるいは小規模

な数ヵ国に所在 

事業の分散 10% >= 13 セクター  10 - 12 セクター  8 - 9 セクター  6 - 7 セクター  4 - 5 セクター  2 - 3 セクター  1 セクター 
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CORPORATES CORPORATES CORPORATES 

サブ要因 ウェイト Aaa Aa A Baa Ba B Caa 

投資ポートフォリオの

透明性 
10% 完全な透明性; 

 
全て（あるいはほぼ全

て）の投資対象が上場企

業で、非常に質の高い情

報開示が定期的に行わ

れる（通常、少なくとも 4
半期毎）。上場企業であ

るためポートフォリオの

評価額をタイムリーかつ

正確に推定できる。 
 

高い透明性; 
 
投資対象の大半が上場

企業で、質の高い情報開

示が定期的に行われる

（通常、少なくとも 4 半期

毎）。上場企業であるた

めコア資産の評価額を非

常に良好に推定できる。 
 

良好な透明性; 
 
ポートフォリオ評価額の

半分以上が上場企業で

構成され、良好な情報開

示が定期的に行われる

（通常、少なくとも半年

毎）。非上場企業の評価

に十分な情報が入手可

能。 

中位の透明性;  
 
コアの投資対象は上場

企業であることがほとん

どだが、評価額の推定の

ために入手可能な開示

情報の質が高くない市場

の非上場企業への投資

が大きな割合を占める。 

限定的な透明性; 
 
コアの投資対象に、非上

場企業の評価額推定の

ために入手可能な開示

情報が限定的な市場の

上場企業と非上場企業

が含まれる。 

低い透明性; 
 
非上場企業への投資お

よび/または評価額の推

定のために入手可能な

開示情報が限定的な市

場への投資が大きな割

合を占める。 

非常に低い透明性;  
 
投資対象の大部分が非

上場企業、ポートフォリオ

評価額の推定のために

入手可能な開示情報の

質が低い。評価額は簿

価に基づく可能性があ

り、大幅な評価減のリス

クがある。 

財務方針 

財務方針 10% 極めて保守的な財務方

針をとることが予想され

る。非常に安定した指

標。非常に強固な信用プ

ロファイルの長期的な維

持を公的に表明。 

非常に安定的かつ保守

的な財務方針をとること

が予想される。安定した

指標。格付アクションに

つながるイベントリスクが

最小。強固な信用プロフ

ァイルの長期的な維持を

公的に表明。 

債権者の利益を保護す

る予測可能な財務方針

をとることが予想される。

中位のイベントリスクは

あるが、レバレッジへの

影響は小さく一時的なも

のとみられる。安定した

信用プロファイルの維持

を強く表明。 

債権者と株主の利益の

平衡をとる財務方針をと

ることが予想される。負

債調達による買収または

株主還元が信用プロファ

イルを悪化させるリスク

がいくらかある。 

債権者より株主を優先す

る財務方針をとることが

予想される。株主還元、

買収または他の重大な

資本構成の変更に起因

する財務リスクが平均を

上回る。 

債権者より株主を優先す

る財務方針をとることが

予想される。株主還元、

買収または他の重大な

資本構成の変更に起因

する財務リスクが高い。 

様々な経済環境におい

て高い債務再編リスクの

発生につながる財務方

針をとることが予想され

る。 

推定市場価値に基づくレバレッジ(MVL) 

推定市場価値に基づく

レバレッジ  
20% 最小 

通常 10%未満 
非常に低い 
通常 10%-15%  

低い 
通常 15%-25%  

中位 
通常 25%-35% 

高い 
通常 35%-45% 

非常に高い 
通常 45%-60% 

高レバレッジ 
通常 60%以上 

カバレッジと流動性 

(FFO + 支払利息) / 支
払利息 

10% >= 7x 5.5x - 7x 4x - 5.5x 3x - 4x 2x - 3x 1x - 2x < 1 x 

流動性 10% >= 10 年 7 - 10 年 5 – 7 年 3 – 5 年 2 – 3 年 1 – 2 年 < 1 年 

* 株式ポートフォリオ投資を中心とする持株会社の事業の性質を考慮し、格付対象企業の投資戦略が Aaa 格付に相当するというシナリオは想定しない。 
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関連リサーチ 

信用格付は基本的に業種別信用格付手法によって決定される。また、幅広い格付手法（1 つ以上

のクロス・セクター格付手法）における考慮事項が、本セクターの発行体および債券の信用格付の決

定時に重要となることもある。業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法となりうるものについ
ては、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。 

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。 

詳細な情報については、「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/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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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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投資持株会社およびコングロマリット

Investment Holding Companies and

Conglomerates

		本格付手法は2015年12月31日発行の格付手法” Investment Holding Companies and Conglomerates”（日本語版「投資持株会社およびコングロマリット」）の改訂版である。一部の古いリンクをアップデートし、発行体固有の情報を削除した。





概要

本格付手法では、世界の投資持株会社およびコングロマリットの信用リスクを評価する際のムーディーズのアプローチを説明する。本稿は、信用プロファイルの評価に関する全般的なガイダンスを提供し、発行体、投資家、およびその他の市場参加者が、どのように主要な定量的・定性的リスク要因が個々の格付結果に影響を与えるかを理解する一助とすることを目的としている。本稿はムーディーズの格付に反映される全ての要因を網羅しているわけではないが、この業界の格付において、通常、最も重要と考えられる定性的な考慮事項、財務情報・指標の理解に役立つと考えている[footnoteRef:1]。 [1: 

 	 今回の更新は、特定の要件が充足されるまで一部の法管轄域において適用されない場合がある。] 


本稿では、ムーディーズが投資持株会社とみなす企業に適用する詳細なスコアカードを提示する。スコアカードは、多くの投資持株会社の信用力の推定に利用可能な参照ツールである。スコアカードは、通常、投資持株会社およびコングロマリットに格付を付与する上で最も重要と考えられる要因を示しているが、格付上の全ての考慮事項を含んでいるわけではない。スコアカードの各要因のウェイトは、格付の決定に際しての、おおよその重要性を示すものであり、実際の重要性は大きく異なる場合もある。従って、スコアカードで示された結果が各会社の実際の格付と一致することは、必ずしも前提とはしていない。
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本格付手法は、格付分析においてムーディーズのアナリストが考慮する全ての要因を網羅したものではない。実際の格付分析では、本稿では詳細に説明していない、全ての業種に共通する要因（株主構成、経営陣、流動性、企業の組織構成、コーポレート・ガバナンス、カントリーリスク等）や、特定の企業において重要となりうる要因も反映している。ムーディーズの格付は、この他にもスコアカードに明確に示しにくい定性的な考慮事項や要因も考慮している。本格付手法で用いるスコアカードは、スコアカードをより複雑にして実際の格付に近づけるよりも、簡潔で透明性の高いものにすることに重点を置いている。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。



本稿の主な内容は次の通りである。

格付対象の投資持株会社の概要

投資持株会社とコングロマリットのそれぞれの特性、およびコングロマリットを評価するための分析アプローチについての説明

格付手法の主要要素の概要

信用力を左右する要因の説明

スコアカードに含まれない格付上の考慮事項を含む、格付手法利用の際の前提と、格付手法の限界についてのコメント

また、付録にスコアカードの全体を掲載した。

本格付手法では、信用格付に用いられる分析のフレームワークを説明する。場合によっては、格付分析は、発行体の業種に固有ではない考慮事項（例： 短期債務格付、様々なクラスの債務やハイブリッド証券の相対的な優先劣後関係、ソブリン債の格付が他の発行体に及ぼす影響、他の事業体からの信用サポートの評価など）を検討する際に、他の格付手法を参照する場合もある[footnoteRef:2]。 [2:  	クロス・セクター格付手法上の考慮事項については、本稿の関連リサーチのセクションに掲載されている。] 


投資持株会社とコングロマリットの識別

ムーディーズは、投資持株会社あるいはコングロマリットを定義する方法は一つではなく、こういった広義の名称がどの事業体に用いられるかは、各地域によって大きく異なることを認識している。その上で、ムーディーズでは、これら2つのタイプの事業体を図表1に要約した特性に基づいて区別している。

投資持株会社とは、金融投資家として活動する、上場または非上場のグループ持株会社で、その投資ポートフォリオは、非上場または上場企業の過半数および/または少数の株式持分で構成される。多数の、通常は上場企業の少数持分を保有し、信用リスクが主に株価の影響を受けるような投資持株会社もあれば、主に少数の企業の過半数株式を保有している場合もある。補完的に株式以外に投資する場合もあるが、その規模は通常小さい。持株会社レベルの資金調達は、子会社レベルの調達と明確に分離されており、事業子会社の債務の持株会社へのリコースや持株会社による保証は行われず、事業子会社債務と持株会社債務との間にクロスデフォルト条項は設定されない。

ムーディーズがコングロマリットとみなす企業は少ない。これらの企業は、全く関連性のない業界で事業を行う複数の主要事業子会社（全額出資子会社ではないものもある）から構成され、明確に主力事業として位置づけられる事業セグメントは存在しない。また、コングロマリットは単一の事業体として行動し、グループ内での資本再配分を制約する大きな障壁はなく、持株会社が子会社の資金需要をサポートするために債券を発行することもある。多数の企業が全く関連性のない業界で複数の事業を展開している。しかし、ムーディーズはほとんどのケースで主力事業セグメントを特定し、そのセグメントの業界の格付手法を発行体に適用する。

ムーディーズが投資持株会社とコングロマリットの識別要因になると考える主要な特徴を下表に要約した。これらは主に、ムーディーズが適切な信用リスク分析を行うためにどのような点で区別するかという観点に基づいている。幾つかの企業では、コングロマリットと投資持株会社両方の特性を兼ね備えている場合もあることを付記しておく。また、プライベート・エクイティ・ファンド、アセット・マネージメント・ファンドは投資持株会社・コングロマリットと大きく異なる特性があるため（報酬、投資スタイル、資金化までの期間などにおいて）、本格付手法の適用対象とはならない。

		図表 1



		投資持株会社とコングロマリットを区別する一般的な特徴



		

		コングロマリット

		投資持株会社



		事業内容

		通常、関連性のない業種で複数のコア事業を手掛ける。持株会社がコア事業の過半数株式を直接保有することが多いが、他の事業に少数株主として投資することもある。持株会社が自社で事業を行いキャッシュフローを創出する場合もあれば、そうでない場合もあるが、いずれにせよ経営を統括するのは持株会社で、コングロマリットは1グループとして行動する。

		持株会社は通常、金融投資会社であり、限られた数の投資対象に大きな持分を有する。資産は主に投資対象の株式である。資産の大半が少数持分から構成され、分散が効いていることもあれば、少数の投資対象に高い持分比率を有したり、過半数あるいは全株式を保有することもある。時として経営に強い影響力を持つ。通常、資産の相当部分が直前の通知により売却可能である。



		事業運営の統合

		事業運営の統合は、通常は関連する事業の子会社間にのみみられる。一般的に計画立案･戦略面での統合度が高い。

		事業運営の統合はない。持株会社の関与は通常、子会社への取締役派遣に限られる。



		経営と戦略

		事業ポートフォリオの構成を重視。投資対象の頻繁な売買や事業構成の変更は限定的。経営幹部は持株会社が任命。

		長期投資を行う持株会社もあるが、通常は一定期間後に投資対象を売却する。投資対象の頻繁な売買は限定的。投資期間は最短で5-7年。成長市場セグメントの投資機会を捉えるため、事業構成を頻繁に変更する可能性がある。持株会社は投資資産管理中心の戦略（少数持分を中心とし、事業への関与が少ない）をとることもあれば、事業管理中心の戦略（過半数持分を中心とし、積極的な事業関与を行う）をとることもある。



		財務の監督と統合

		持株会社は資金調達の一元化を選択する場合があり、事業子会社の債務とのクロスデフォルト条項が設定される場合もある。事業会社の債務にコベナンツが設定される場合、通常、持株会社への配当は除外項目として特定される。グループ内では、持株会社の意向により会社間のサポートの変更も可能な場合がある。

		子会社の資金調達は持株会社から明確に分離される。通常、持株会社と事業子会社との間にクロスデフォルト条項は設定されない。事業子会社への融資は通常持株会社にリコースできない。事業会社の債務に対する保証の供与は例外的かつ一時的。



		取締役の派遣

		持株会社が事業会社に取締役を派遣。持株会社には別の経営チームが存在。

		通常は各事業会社と持株会社が個別の取締役会と経営構造を持つが、影響力行使の重要性に応じて持株会社が事業子会社に取締役を派遣することもあり得る。



		支配

		持株会社が通常、戦略的コア資産を管理し、株主の分散（少数持分の株主が存在する場合）は限定的であるため、持株会社が多大な影響力を行使する。

		持株会社が主要株主である場合、戦略決定において影響力を持ち、それを支配する場合もある。重要な戦略決定は持株会社が再検討することがある。



		ムーディーズの分析
アプローチ

		コングロマリットの各事業セグメントとグループの財務諸表を中心に分析。

		持株会社の単体ベースの収支、持株会社が利用できる配当からのキャッシュフローの予測可能性、持株会社の流動性、投資のボラティリティ、ポートフォリオの資産価値などを分析。



		

		一部の集中した投資先からの配当がキャッシュフローの大きな割合を占める投資持株会社については、それらの投資先企業の単独での信用プロファイルも検討する可能性がある。こうしたケースでは、持株会社とその主要投資先との信用の結びつきは、投資持株会社の通常のケースより強いため、分析アプローチはコングロマリットに適用するものと幾つかの分野で重複する。





投資持株会社の分析における考慮事項

投資持株会社のポートフォリオは一般に複数の業種にまたがり、通常は5-7年の投資期間を通じて安定した構成を維持するが、成長市場での機会を捉えるため、あるいはポートフォリオのリスクのバランスを調整するために、事業構成がある程度変化する可能性がある。また、持株会社の信用リスクと持株会社の投資先の信用リスクとはある程度切り離されており、これらの事業体間における信用リスク波及の可能性はそれほど高くない。

ムーディーズは、投資持株会社を他の事業会社発行体と識別する要因となる幾つかの特徴を、分析に際し考慮している。投資持株会社のスコアカードは5つの要因から構成される。

投資戦略

資産の質

財務方針

推定時価に基づくレバレッジ(MVL)

カバレッジと流動性

これらの要因の一部は、幾つかのサブ要因で構成される。特定の主要要因またはサブ要因についての発行体のスコアが最終格付と一致しないことがしばしばある。

他の事業会社ではグループの連結財務諸表やボトムアップ型の信用分析を重視するのが一般的であるが、投資持株会社の信用リスクの分析では、持株会社単体ベースの財務諸表と、各資産の価値およびキャッシュフローを考慮することは、重要な留意点である。

格付対象について

ムーディーズが投資持株会社とみなす発行体は極めて多様性の高いグループである。

格付手法について

本稿では、7つのセクションにおいて投資持株会社とコングロマリットの格付手法を説明する。各セクションの概要は以下の通りである。

1. スコアカードの構成要因の特定と検討

本格付手法のスコアカードは、以下の5つの主要格付要因から構成される。これら5つの要因の幾つかは、さらに詳細なサブ要因から構成される。

		図表 2



		投資持株会社のスコアカード



		要因

		要因のウェイト

		サブ要因

		サブ要因のウェイト



		投資戦略

		10%

		投資戦略

		10%



		資産の質

		40%

		資産の集中

		10%



		

		

		地理的分散

		10%



		

		

		事業の分散

		10%



		

		

		投資ポートフォリオの透明性

		10%



		財務方針

		10%

		財務方針

		10%



		推定時価に基づくレバレッジ (MVL)

		20%

		推定時価に基づくレバレッジ

		20%



		カバレッジと流動性

		20% 

		(FFO + 支払利息) / 支払利息

		10%



		

		

		流動性

		10%



		合計

		100%

		合計

		100%





2. スコアカードの格付要因の測定または推定

以下に、各格付要因のスコアリングについての全般的なアプローチを説明し、スコアカードで用いるウェイトを示す。また、これらの要因が信用力の指標として重要な理由も説明する。格付のサブ要因の検討には、通常、各社の財務諸表の数値、それを基に算出した数値、その他の情報から導いた情報、あるいはムーディーズのアナリストが推定した情報を使用する。

ムーディーズの格付は将来を見据えたものであり、将来の財務と業績についてのムーディーズの予想を織り込んでいる。ただし、過去の実績は、対象企業および比較対象となる企業の実績のパターンやトレンドを把握する上で有益である。本稿のスコアカードでは、直近12ヶ月間の実績データ（会計上の期末は各社異なることもある）を用いるが、スコアカードの要因は様々な期間に渡って検討することがある。例えば、格付委員会が過去の実績に加え、向こう数年間あるいはさらに長期の予想業績分析が有用と考える場合もある。

定量的信用指標はいずれも、損益計算書、キャッシュフロー計算書、および貸借対照表の数字に、構造改革費用、減損費用、オフバランス項目、売掛債権証券化プログラム、年金積立不足、オペレーティングリース等に関わるムーディーズの標準的調整を織り込んでいる[footnoteRef:3]。また、ムーディーズは特定の企業に対して、個別に分析上の調整を行うこともある。 [3:  	事業会社の分析における財務諸表の調整についての詳細な説明は、本稿の関連リサーチのセクションに掲載されているリンクからアクセスできる。] 


定量格付要因の多くは、持株会社レベル（単体ベース）の財務諸表を主なデータソースとしている。投資持株会社に特有の投資スタイル（事業会社の株式を保有し、投資ポートフォリオの相当部分を少数持分が占める可能性があり、持株会社から子会社債務への財務サポートは行われないか、限定的である）を考慮すると、持株会社のグループ連結財務諸表は、持株会社レベルの信用リスクを評価するためには最適の財務情報ではないことが多い。しかし、持株会社レベルの財務情報は入手不可能であったり、監査済報告書ほど詳細でない場合があるため、分析が困難であり、一部は推定せざるをえない。

資産の集中、レバレッジ、カバレッジ、および流動性は通常、グループ連結財務諸表ではなく、持株会社レベルの財務諸表から直接得られる情報を用いた方が適切に測定または推定できる。たとえば、事業子会社の価値を評価する際に、グループ連結財務諸表に計上されている事業子会社の簿価を用いた場合、連結会計の影響により資産価値が正確に評価できない可能性がある。

持株会社の資産カバレッジを評価するための分析において重要となるのは、持株会社の投資ポートフォリオの時価である。これには実際の株価またはムーディーズの推定する企業価値が用いられる。後者は標準的な類似企業のマルチプルから算出したり、非上場会社や流動性の低い投資対象については、より保守的な算出方法を用いる場合もある。また、主要子会社の財務諸表も、適切と考えられる場合は参照することがある。

3. 格付カテゴリーへの要因別マッピング

サブ要因を推定または評価した後、各サブ要因の評価結果を格付カテゴリー（Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa）にマッピングする。

4. スコアカードの前提と限界、およびスコアカードに含まれない考慮事項

このセクションでは、実際の格付に対し、スコアカードを用いる限界について説明する。スコアカードには含まれないが格付を決定する際に重要となりうる追加的要因や、格付手法全般における限界と前提について説明する。

5.スコアカードが示唆する結果の決定[footnoteRef:4] [4:  	通常、スコアカードが示唆する結果は、投機的等級の発行体ではコーポレート・ファミリー・レーティング(CFR)、投資適格等級の発行体ではシニア無担保債務格付である。親会社のサポート、政府保有あるいはその他の制度･慣行上のサポートによりアップリフトが加えられる発行体については、ベースライン信用リスク評価を考慮する。ベースライン信用リスク評価の説明については、ムーディーズの政府系発行体の格付手法を参照されたい。個々の債務証券に対する格付には、支払優先順位および担保に応じたノッチングも織り込まれる。ノッチングの決定における全般的なガイダンスを示したレポートは、投機的等級の事業会社のデフォルト時損失に関する格付手法、および担保や請求権優先順位に基づく企業の債務格付の調整に関する手法である。これらのクロス・セクター格付手法については、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。] 


スコアカードが示唆する結果を決定するにあたり、ムーディーズは、各サブ要因のスコアを次の格付スケールに基づいて数値に変換する。

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		1

		3

		6

		9

		12

		15

		18







各サブ要因の数値スコアには、当該サブ要因のウェイトが乗じられ、それらが合計されてウェイト適用後のスコアが決定される。次にウェイト適用後の合計スコアが、次の表に基づいて、数値付加記号付き格付にマッピングされる。 

		スコアカードが示唆する結果



		スコアカードが示唆する結果

		要因別スコアの加重平均



		Aaa

		x < 1.5



		Aa1

		1.5 ≤ x < 2.5



		Aa2

		2.5 ≤ x < 3.5



		Aa3

		3.5 ≤ x < 4.5



		A1

		4.5 ≤ x < 5.5



		A2

		5.5 ≤ x < 6.5



		A3

		6.5 ≤ x < 7.5



		Baa1

		7.5 ≤ x < 8.5



		Baa2

		8.5 ≤ x < 9.5



		Baa3

		9.5 ≤ x < 10.5



		Ba1

		10.5 ≤ x < 11.5



		Ba2

		11.5 ≤ x < 12.5



		Ba3

		12.5 ≤ x < 13.5



		B1

		13.5 ≤ x < 14.5



		B2

		14.5 ≤ x < 15.5



		B3

		15.5 ≤ x < 16.5



		Caa1

		16.5 ≤ x < 17.5



		Caa2

		17.5 ≤ x < 18.5



		Caa3

		18.5 ≤ x < 19.5







例えば、加重平均スコアが11.7の発行体の場合、スコアカードではBa2となる。

6.コングロマリットの分析における考慮事項

このセクションでは、特定の業種を主力事業分野としないコングロマリットであるとムーディーズがみなす企業の格付に対するアプローチを説明する。

7. 付録

付録にスコアカードの全体を掲載した。




要因1: 投資戦略（ウェイト10%）

この格付要因を重視する根拠

投資戦略の透明性が高く、より保守的であれば、投資持株会社の事業プロファイルを長期的に見通すことができる。投資持株会社は資産取得・売却を頻繁に行うことを考慮すると、この点は特に重要である。どのようなタイプの資産に投資しようとしているか、どれくらいの投資期間を想定しているか、目標とする投資ポートフォリオ構成はどうか、といった点について、投資戦略が明確に定められていれば、投資ポートフォリオの変化を見極めやすい。キャッシュフローを創出する企業に対する持分を長期で保有する投資戦略は、より投機的で好機を狙うような投資戦略に比べ、投資価値の安定化に寄与すると考えられる。

経営陣による投資戦略の遂行実績も、投資持株会社の将来の事業プロファイルの強さを検討する上で重要な考慮事項である。これには例えば、投資ポートフォリオの長期的なパフォーマンスを同業他社と比較したり、投資対象の時価総額や配当を安定的に増加させる能力を考慮したりする。高リスク資産に投資する一方で、投資ポートフォリオの他の資産を保守的に管理することで、経営陣がリスクのバランスをとっていることが実績で示され、さらに投資の集中といった点に関して投資方針が明確に規定されていれば、ポジティブな評価ができる。投資持株会社が、投資した企業の価値を向上し、これを売却することでキャッシュフローを創出するような戦略をとっている場合（例： 企業の事業再生を狙った投資戦略）、過去の実績は一層重要となる。

評価方法

ムーディーズは、投資持株会社のリスク・プロファイルが将来どの程度変化するかを理解するため、投資戦略を定性的に評価する。評価対象は、投資持株会社の投資方針とガイドライン、経営陣の実績などである。目標と、その達成に向けたコミットメントが公表されており、さらに実績がある場合には、評価の一助となる。

多くの場合、投資戦略の成功（または不成功）は、投資持株会社の現在の投資ポートフォリオの状況に反映されると考えられる。安定した収益を生む成熟企業への投資は、より高い実行リスクを伴うグリーン・フィールド・プロジェクトへの投資より低リスクだろう。同様に重要なのは、どのようなアセット・クラスに投資を行っているかである。未上場企業やレバレッジド・バイアウト、投機的等級の企業へのオルタナティブ投資は、伝統のある成熟した上場企業への投資に比べリスクが高い。

公正価値に近い価格で容易に売却できる資産など、流動性の高い投資対象を軸にした投資戦略も、相対的にポジティブに評価できる。流動性の高い資産は、投資持株会社が現金を早急に確保する必要が生じた場合、タイムリーに売却できる上、支払う流動性プレミアムは最小限で済む。また、上場企業の過半数株式を保有している場合には、比較的短期で売却することが困難な場合があり、経営陣も投資先の支配持分の喪失を避けたいと考える可能性がある。一方、流動性が低かったり、変動性が高い株式に投資し、特にこれが新興市場のものであれば、持株会社が晒されるリスクが高まるため、ムーディーズは通常、相対的に高リスクの投資戦略と考える。例えば、株価が急落すれば、負債に対する資産のカバレッジが急速に悪化するかもしれないし、市場流動性が低ければ、投資持株会社のタイムリーな資産売却はさらに制約されるかもしれない。投資対象が影響を受ける国の経済情勢や地政学的リスクも、投資持株会社のリスク選好を示す重要な指標である。

		要因 1



		投資戦略 (10%)



		サブ要因

		ウェイト

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		投資戦略

		10%

		該当なし*

		非常に保守的な投資戦略および卓越した戦略遂行の実績。


非常に流動性の高い投資対象を安定的に保有。安定業種の優良大企業、高格付発行体が典型的な投資先。


投資先の信用プロファイルへの強いコミットメント、重視。



ポートフォリオの質が大きく変化するリスクが非常に低い。明確に規定された投資ガイドラインにより事業プロファイルを長期的に見通せる。

		保守的な投資戦略および強固な戦略遂行の実績。


流動性がかなり高い投資対象を安定的に保有。通常、投資適格格付の企業で、安定的な業種。業績に与える経済的要因が分散されている。


投資先の信用プロファイルへの

コミットメント、重視。



投資ポートフォリオの質が予期せず大幅に悪化するリスクが低い。透明性のある投資ガイドライン。

		慎重に管理された投資戦略および/または良好だがばらつきのある戦略遂行の実績。


ある程度流動性のある投資対象をある程度安定的に保有。コアの投資先は通常投資適格格付の企業。



投資先の信用プロファイルをある程度重視。


事業プロファイルの悪化リスクは管理可能。投資ガイドラインが信用プロファイルの大幅な悪化を抑制。

		幾分積極的な投資戦略および/または限定的あるいは未検証の実績。


成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性を第一に重視。



経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先あるいはレバレッジド・カンパニーに積極的に相当のエクスポージャーをとる。



積極的あるいは機会主義的な投資に意欲的であることが明らかで、投資戦略・ガイドラインが不明確。

		積極的な投資戦略および/またはほとんど不成功に終わった投資実績。



成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性は二次的な考慮事項。



経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先に積極的に多額のエクスポージャーをとる。



スタートアップ、事業再生、レバレッジ・バイアウト等、特殊な状況にある投資先への投資に意欲的であることが明らかで、明確な投資ガイドラインを持たない。

		非常に積極的な投資戦略および/または乏しい戦略遂行の実績。



成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性は考慮しない。



経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先に積極的に多額のエクスポージャーをとる。



高いイベントリスクを伴い実績が限定的な投資先への非常に高リスクで投機的な投資に積極的であることが明らか。





* 株式ポートフォリオ投資を中心とする持株会社の事業の性質を考慮し、格付対象企業の投資戦略がAaa格付に相当するというシナリオは想定しない。

要因 2: 資産の質（ウェイト40%）

この格付要因を重視する根拠

投資ポートフォリオの資産の質は、企業の信用リスクを左右する要因の一つである。ムーディーズはこの要因を評価するにあたり、投資の集中、地理的分散、事業の分散、および透明性を考慮する。

投資持株会社の中核事業は、株式保有による投資である。資産の集中度が低いポートフォリオは相対的に低リスクである。投資ポートフォリオの資産構成と各資産の価値は、様々な理由で急速に変化し得る。資産の集中度合いは、安定した長期ポートフォリオにおいても上昇することがある。例えば、投資持株会社が投資先の支配権の希薄化を避けるため、ライツ・イシュー（株主割当増資）に応募する場合などである。

事業構成および地理的構成について投資先が分散しているほど、投資対象の間の相関が低く、投資持株会社が配当の受取および/または持株の売却により債務を返済する能力は、損われにくい。とは言え、分散が高いほど時価評価と配当の安定性が高まるとは限らない。異なる業種が経済的に相関していることがあり、景気循環性の低いセクターへに集中しているほうが有利となる場合もある。

ポートフォリオに含まれる個々の投資対象を深く理解することは、分析の重要な部分である。従って、経営陣からの情報提供に透明性と一貫性があることは重要である。規制当局が厳格な情報開示を要請する市場の上場企業に投資していれば、より信頼性の高い情報を得ることができる。

評価方法

資産の集中： 時価評価額で上位3つの投資先（現金を除く）がポートフォリオの時価評価額（現金を含む）に占める割合。

このサブ要因は、投資の集中リスクを把握するために用いる。さらに一部の投資持株会社は、将来の備えやポートフォリオ全体のリスク管理のために、多額の現金を保有している可能性があることも考慮している。従って、ポートフォリオ全体の評価額には現金を含めるが、高リスク資産の集中を評価するため、投資額で上位3つの投資先を選択する際には現金を含めない。

投資ポートフォリオの公正価値には、アナリストも判断を加える。上場企業には時価評価額を用い、非上場企業にはムーディーズによる推定評価額を用いて算出する。非上場企業が中核的な投資対象となっており、その簿価が経済的実態を反映していないケースでは、バリュエーションの手法を用いる場合がある。例えば、同じ事業セグメントで比較可能な上場企業および/または比較可能な最近のM&A案件から適切なベンチマーク倍率が入手できる場合、標準的なマルチプル方式（例：EBITDAまたはエンタープライズバリュー(EV)のマルチプルを使用）を用いれば、最も重要な投資対象の公正価値を評価することができる[footnoteRef:5]。ベンチマークにすべきデータが入手できず、透明性の低さが制約要因となって企業価値を正確に評価できない市場では、このアプローチは適していない。 [5: 	適切かつ十分なデータが存在する場合、キャッシュフロー･モデルを用いることもある。] 


資産価値の裏付となる第三者情報や他の信頼性のある市場価値指標が得られない場合、監査済財務諸表に記載の簿価に従い、通常はヘアカットを適用する（ただし資産価値が過小評価されていると考えられる理由があれば、簿価を上回る評価額を使用する場合もある）。ヘアカットは、資産価値を取り巻く不確実性と、短い周期でバリュエーションをモニタリングすることの難しさを反映するために適用するものであり、資産価値の見通しを反映するために全面的に適用する可能性もある。例えば、資産が毀損している場合や、簿価が推定公正価値を大幅に上回るケースがこれに相当する。非上場企業の株式を非常に長期にわたり保有し[footnoteRef:6]、取得原価が投資の公正価値を反映していない場合、簿価を用いた評価では企業価値を過小評価する可能性もある。投資ポートフォリオが少数の非上場企業に集中している場合、簿価に基づく評価は一般的に適切ではなく、より詳細な事業会社の分析が必要である。 [6: 	長期投資戦略をとる持株会社では、投資期間が20-30年を超えることがある。] 


地理的分散： 地理的分散は、異なる国または地域に所在するコア資産（出資比率20%以上の投資対象、または時価評価額が投資ポートフォリオ全体の評価額の10%以上に相当する資産）の数に基づいて推定する。また、投資の地理的分散も考慮する。これは、投資収益の安定性と時価評価額および配当収益の安定性に寄与し得るためである。

地理的分散についてのムーディーズによる企業の相対評価は、地域経済間の相関の可能性も考慮に加える。例えば、米国内での分散は、ベネルクス三国のうち2カ国（例えばベルギーとオランダ）への分散に比べ、より効果が大きいだろう。従って、米国内での分散性が高い企業は、欧州の隣接する2カ国のみに投資する発行体より高いスコアが付与される可能性がある。

事業の分散： 投資対象の事業セクターの数

事業の分散の指標として、ムーディーズは他の事業会社格付手法で特定される様々なセクターを考慮する。企業の監査済財務諸表で開示されるセグメント情報も考慮する可能性がある。スコアカードから導出されるスコアは事業セクターの数に基づくが、格付分析ではさらに、各セクターへの投資の割合と、主要セクターへのエクスポージャーと相関を持たない他のセクターのエクスポージャーの間のバランスも考慮する。地理的分散の指標と同様、投資ポートフォリオの事業セクターの分散も考慮する。これが投資収益の安定性と、時価および配当の安定性に寄与し得るためである。

投資ポートフォリオの透明性： 投資ポートフォリオの資産に関する公的な透明性

投資ポートフォリオに関する透明性の度合いを定性評価する。厳格な規制のある成熟市場の上場企業は通常、詳細な情報開示を要請される。そのため、個々の投資対象についての深い理解を助けるタイムリーで質の高い情報が得られる。株式市場に上場されていることも投資対象の評価に役立ち、継続的で正確な時価に基づくレバレッジの算出が可能となる。一方、個々の投資に関し入手できる情報が限られており、第三者によるデータの検証ができない場合、投資ポートフォリオの分析は困難である。

ただし、投資持株会社のポートフォリオの質を検討する上で、非上場株式の持つ多くの利点を考慮しないわけではない。一部の投資持株会社は、自身が得るキャッシュフローを増加させ、より高い成長率を達成するために、ポートフォリオを意図的に分散させ、非上場株式と上場株式のバランスをとっている。非上場の完全子会社は公的な精査を受けず、短期的な目標に制約されない。そのため、株主はしばしば将来のIPOあるいは売却により投資価値を実現することを目的として、自身が望むスピードでそれらの企業を成長させることができる。

		要因 2

資産の質（40%）



		サブ要因

		ウェイト

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		資産の集中

		10%

		最小
<10%

		非常に低い
10% - 20%

		低い
20% - 35%

		中位
35% - 50%

		高い
50% - 60%

		非常に高い
>= 60%

		非常に高い。通常、60%以上が上位2社に集中。



		地理的分散

		10%

		グローバルに分散

		分散性が非常に高い

		分散性が高い

		分散性が中位

		分散性が低い

		分散性が非常に低い

		分散性が最小



		

		

		コア資産がグローバルに広く分散

		コア資産が主要経済地域に広く分散

		コア資産が幾つかの主要地域に分散し、各地域内でも分散

		コア資産が2-3の地域の主要国に分散、あるいは幾つかの大規模国に分散

		コア資産が1地域の多数の大規模国に分散.

		コア資産が1地域の2-3の中規模国または1つの大規模国に所在

		コア資産が中規模の1ヵ国のみ、あるいは小規模な数ヵ国に所在



		事業の分散

		10%

		>= 13 セクター

		10 - 12 セクター

		8 - 9 セクター

		6 - 7 セクター

		4 - 5 セクター

		2 - 3 セクター

		1 セクター



		投資ポートフォリオの透明性



		10%

		完全な透明性

		高い透明性

		良好な透明性

		中位の透明性

		限定的な透明性

		低い透明性

		非常に低い透明性



		

		

		全て（あるいはほぼ全て）の投資対象が上場企業で、非常に質の高い情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも4半期毎）。上場企業であるためポートフォリオの評価額をタイムリーかつ正確に推定できる。

		投資対象の大半が上場企業で、質の高い情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも4半期毎）。上場企業であるためコア資産の評価額を非常に良好に推定できる。

		ポートフォリオ評価額の半分以上が上場企業で構成され、良好な情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも半年毎）。非上場企業の評価に十分な情報が入手可能。

		コアの投資対象は上場企業であることがほとんどだが、評価額の推定のために入手可能な開示情報の質が高くない市場の非上場企業への投資が大きな割合を占める。

		コアの投資対象に、非上場企業の評価額推定のために入手可能な開示情報が限定的な市場の上場企業と非上場企業が含まれる。

		非上場企業への投資および/または評価額の推定のために入手可能な開示情報が限定的な市場への投資が大きな割合を占める。

		投資対象の大部分が非上場企業、ポートフォリオ評価額の推定のために入手可能な開示情報の質が低い。評価額は簿価に基づく可能性があり、大幅な評価減のリスクがある。





要因 3: 財務方針（ウェイト10%）

この格付要因を重視する根拠

経営陣と取締役会の財務リスク許容度は債務水準、信用力、資金調達・資本構成の悪化リスクに直接影響を与えるため、格付を左右する要因である。投資持株会社は株価リスクに晒されるため、他の事業会社に比べレバレッジ指標が変動しやすいことを考慮すると、財務リスク許容度は重要な要因である。投資持株会社による企業買収・売却も、将来のレバレッジの推定を困難にする。

財務方針の評価では、認知できる取締役会と経営陣の財務リスク許容度、および資本構造の今後の方向性を検討する。評価に際しては、この分野で投資持株会社が公的に表明したコミットメント、コミットメント遵守の実績、目標達成能力に対するムーディーズの見解等が考慮点となる。

財務リスク許容度は投資・資本配分の指標となる。信用プロファイルが改善しても、格上げの判断に至るためには、経営陣が信用プロファイルの維持にコミットしていることが必要な場合が多い。例えば、ある企業が格付カテゴリーに相応する範囲で財務の柔軟性を高めても、それを戦略的買収、株主への現金配当、事業の分社化、あるいは他のレバレッジ上昇を伴う取引に用いると判断されるようなら、格上げには至らない可能性がある。逆に、ある程度レバレッジの上昇を伴う事案が発生しても、経営陣が信用指標を事案発生前の水準に回復させることに高い優先度を置き、それに対するコミットメントをこれまでの行動を通して継続的に示してきた場合、格付を維持する可能性もある。

評価方法

ムーディーズは、発行体が目指す資本構造あるいは目標とする信用プロファイル、これまでの行動、およびコミットメントの遵守を評価する。景気サイクルおよび業界サイクルの様々な局面においての経営陣の実績とキャッシュフローの使途に注目する。また、経営陣がクレジット市場および流動性環境の変化、訴訟、競争上の課題、規制圧力といった重要な事象に対し、どのように対処したかにも着目する。特に、目標とする時価に基づくレバレッジに対するコミットメントをポジティブに評価する。投資持株会社は資産を売買することが多く、株式市場リスクへのエクスポージャーを抱えるが、時価に基づくレバレッジへのコミットメントがあれば、より長期的なレバレッジの推定が可能になるためである。これは即ち、時価に基づくレバレッジは変動性が高く、通常より何倍も予測が困難だということでもある。

経営陣が積極的にポートフォリオおよび投資戦略を変更する傾向についても、そのために行う取引の目的（コア･コンピテンシー強化のためか、あるいは新規事業のためか）とその資金調達方法に注目して評価する。買収の頻度と規模、および過去の買収における資金調達方法にも注目する。負債調達による買収あるいは信用力の悪化を伴う買収を実施したことがあれば、通常はこの要因に低いスコアが付与される。

また、対象企業とその株主が、これまで株主還元と債券保有者の利益のバランスをどのようにとってきたかも考慮する。債券保有者の利益より株主還元を重視してきた実績があれば、この要因のスコア付与に際してネガティブに評価される。

		要因 3

財務方針（10%）



		サブ要因

		ウェイト

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		財務方針

		10%

		極めて保守的な財務方針をとることが予想される。非常に安定した指標。非常に強固な信用プロファイルの長期的な維持を公的に表明。

		非常に安定的かつ保守的な財務方針をとることが予想される。安定した指標。格付アクションにつながるイベントリスクが最小。強固な信用プロファイルの長期的な維持を公的に表明。

		債権者の利益を保護する予測可能な財務方針をとることが予想される。中位のイベントリスクはあるが、レバレッジへの影響は小さく一時的なものとみられる。安定した信用プロファイルの維持を強く表明。

		債権者と株主の利益の平衡をとる財務方針をとることが予想される。負債調達による買収または株主還元が信用プロファイルを悪化させるリスクがいくらかある。

		債権者より株主を優先する財務方針をとることが予想される。株主還元、買収または他の重大な資本構成の変更に起因する財務リスクが平均を上回る。

		債権者より株主を優先する財務方針をとることが予想される。株主還元、買収または他の重大な資本構成の変更に起因する財務リスクが高い。

		様々な経済環境において高い債務再編リスクの発生につながる財務方針をとることが予想される。





要因4: 推定時価に基づくレバレッジ（ウェイト20%）

この格付要因を重視する根拠

投資持株会社の資産の大半は通常、子会社および関連会社の株式である。持株会社が投資資金の一部を負債調達し、株式投資からの利益を増やそうとする場合、当該負債の信用リスクは、負債をカバーする資産の価値に大きく影響される。

評価方法

推定時価に基づくレバレッジ（MVL）： 純有利子負債/ポートフォリオ資産の推定時価評価額

債務返済に対する潜在的な資産カバレッジの状況を正しく反映するため、頻繁に売買される上場株式のように第三者による検証が可能な時価や公正価値の情報が高頻度で入手できる場合、その情報に基づいてポートフォリオの評価額を算出する。非上場株式のように時価/公正価値の情報が利用できないケースでは保守的なアプローチをとり、通常、投資の簿価にヘアカットを適用して評価額を算出する（簿価が資産価値を下回っていると考えられる理由がある場合は、評価額を簿価から引き上げる可能性がある）。また、投資の公正価値の変動に対応するために締結するヘッジ契約も考慮することがある。現金残高はMVLの分子である純有利子負債に既に反映されているため、ポートフォリオの評価額には算入しない。さらに、持株会社が投資先企業の債務を保証している場合、有利子負債の金額を調整する。

特別目的会社（SPV）によるノンリコース債務発行により買収資金を調達するケースでは、SPVの債務を持株会社の債務と合わせてMVLに算入する。持株会社はSPVのノンリコース債務に関し、契約上の支払い義務は負わないが、持株会社は通常、投資対象へのコミットメントを維持すると考えられ、SPVが被買収企業からの配当で債務の元利払いを十分にカバーできない場合は、持株会社がSPVをサポートするとムーディーズはみている。SPVが債務をデフォルトすれば、持株会社は投資対象の持分を失うだけでなく、より広範な市場において風評被害を被る可能性があり、投資持株会社は被買収企業よりはるかに大きな影響を受けるとみられる。

		要因 4

推定時価に基づくレバレッジ（MVL）（20%）



		サブ要因

		ウェイト

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		推定時価に基づくレバレッジ

		20%

		最小

通常10%未満

		非常に低い
通常10%-15%

		低い
通常15%-25%



		中位
通常25%-35%



		高い
通常35%-45%



		非常に高い
通常45%-60%



		高レバレッジ
通常60%以上







要因5: カバレッジと流動性(ウェイト20%)

この格付要因を重視する根拠

支払利息を事業キャッシュフローにより必ずカバーできれば、投資持株会社の財務柔軟性と長期的な存続可能性にポジティブに働く。ポートフォリオ資産が十分に成熟しておらず、債務の元利払いを十分にカバーできる配当を投資対象から得られない投資持株会社は、ムーディーズが市場の悪化に備えて留保しておくべきと考える現金と信用ファシリティへの依存度が高い。

債務の満期の集中は流動性を圧迫し、リファイナンス･リスクを高めるため、債務返済のタイミングは投資持株会社の信用プロファイルの評価において特に重視される。他の条件が同一であれば、債務の満期までの期間が長いほど、発行体は返済とリファイナンスのためにより長い時間と多くの選択肢を得られるため、より高い財務柔軟性を確保できる。また、近い将来に償還予定の債務に対し十分な現金残高を確保していることも財務の柔軟性を強化する。

評価方法

(FFO + 支払利息) / 支払利息：  FFOインタレスト・カバレッジは、（Funds From Operation・営業活動から得られるキャッシュフロー + 支払利息） /  支払利息として算出する。

FFOインタレスト・カバレッジは、持株会社が営業活動による資金で利息を支払う能力を評価するために用いる。投資持株会社の経常的な現金収入の大部分は配当と受取利息であるが、事業会社に対するグループ内貸付の利息、親会社が事業会社に提供するサービスに対する手数料等、他の現金収入源を含めることもある。資産売却益や一回限りの事業再編費用等、一過性または非経常的なキャッシュフローはこの指標から除外するが、総合的な格付評価には定性的に織り込む。

経常的な費用は主に支払金利、事業経費（人件費、事務所賃料等）および税金に関わるものである。投資持株会社から株主に支払う配当は、ムーディーズはFFOの一部とみなしておらず、企業の裁量による性質の項目であるため、FFOインタレスト・カバレッジには算入しない。

流動性： 現金残高とコミッテッド･クレジット･ファシリティで向こう何年間の債務償還を賄えるかをみる。

現金残高とコミッテッド・クレジット・ファシリティを債務の償還スケジュールと比較し、利用可能な流動性で向こう何年間の債務償還を賄えるかを評価する。クレジット・ファシリティを参入する場合は、ファシリティの契約期間に限定される。例えば、未使用の期間5年のクレジット・ファシリティは3年後の債務償還に用いることができるが、5年後にはファシリティ契約が満期を迎える。

ムーディーズは、債務の満期到来時に、まず利用可能なコミッテッド・クレジット・ファシリティから引き出された資金が債務償還に用いられると想定してこの指標を算出する。そのためには、ファシリティ契約の満期日に引き出し済みの金額に応じて債務の満期プロファイルを調整する必要がある。例えば、下の例1のように、現金残高が多くない場合、1年目の債務返済は3年のクレジットラインで十分に賄えるが、3年目にはクレジットラインが満期となる。また例2では、現金残高で1年目の債務返済を十分に賄えるが、4年目の債務返済を賄うには残っている流動性では足りない。

		例1

		 

		 

		 

		

		例2

		 

		 

		 



		現金残高

		

		25 

		

		現金残高

		

		50 



		利用可能な契約期間3年のコミッテッド・ファシリティ

		50 

		

		利用可能な契約期間5年のコミッテッド･ファシリティ

		25 



		利用可能な流動性の合計

		75 

		

		利用可能な流動性の合計

		75 



		 

		

		

		 

		

		 

		

		

		 



		

		満期支払額

		調整後満期
支払額

		残余流動性

		

		 

		満期支払額

		調整後満期支払額

		残余
流動性



		1年目

		50

		50

		25

		

		1年目

		50

		50

		25



		2年目

		0

		0

		25

		

		2年目

		0

		0

		25



		3年目

		0

		0 + 50

		不足

		

		3年目

		0

		0

		25



		4年目

		50

		50

		 

		

		4年目

		50

		50

		不足



		5年目

		50

		50

		 

		

		5年目

		50

		50 + 25

		 



		 

		

		

		 

		

		 

		

		

		 



		流動性で債務償還をカバーできる年数

		 

		2年

		

		流動性で債務償還をカバーできる年数

		 

		3年







		要因5

カバレッジと流動性（20%）



		サブ要因

		ウェイト

		Aaa

		Aa

		A

		Baa

		Ba

		B

		Caa



		(FFO + 支払利息) / 支払利息

		10%

		>= 7x

		5.5x - 7x

		4x - 5.5x

		3x - 4x

		2x - 3x

		1x - 2x

		< 1 x



		流動性

		10%

		>= 10年

		7 - 10 年

		5 - 7 年

		3 - 5 年

		2 - 3 年

		1 - 2 年

		< 1 年





スコアカードの想定と限界、およびスコアカードに含まれない格付上の考慮事項

本格付手法のスコアカードでは、複雑性を高め実際の格付により近いマッピングを行うよりも、透明性を向上させるため簡便性を追求することに重点を置いた。従って、スコアカードで用いられる5つの主要格付要因は、投資持株会社の格付で重視されるすべての考慮事項を網羅したものではない。また、ムーディーズの格付は将来の業績予想を織り込んでいるが、スコアカードのマッピングでは主に過去の財務情報を用いている。一部のケースでは、開示できない機密情報に基づいて将来の業績を予測している。過去の実績、業界トレンド、競合他社の動向、その他の要因に基づいて、将来の業績を推定する場合もある。いずれにせよ、将来の予測は相当に不正確なものとなるリスクがある。

ムーディーズによる予想は、マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、業界の競争状況、破壊的技術、行政措置や訴訟といった想定外の変化によって、不正確なものになり得る。

格付分析の際の主な前提としては、以下のようなものが挙げられる。ソブリンの信用リスクは他の国内発行体の信用リスクと強い相関性があること、法的な請求権優先順位は様々な債務クラスの平均回収率に影響を与え、同一発行体の異なる債務クラスの格付差異を十分に正当化すること、流動性調達力は信用リスクの重要な決定要因になることなどである。

本格付手法のスコアカードで用いる指標を選択するにあたり、経営陣の質と経験、コーポレート・ガバナンス評価、財務報告と情報開示の質など、あらゆる業界のすべての企業に共通する重要な格付要因の幾つかは、明示的な形では含めなかった。それらをスコアカードに基づいて格付カテゴリーでランキングすると、他の様々なセクターの格付対象発行体に対して特定の発行体の相対的ランキングが緻密になりすぎる場合がある。

格付には、定量化が難しい要因や、特定の場合に限り信用力の差別化に有効となる要因が追加的に含まれることもある。そうした要因には、財務管理、不透明な免許制度に関するリスク、一部諸国における政府介入の可能性などが含まれる。規制、訴訟、流動性、技術、風評リスク、消費者や事業の支出動向の変化、競合企業の事業戦略、マクロ経済動向なども格付に影響を与える。これらは重要な考慮事項ではあるが、スコアカードで正確に表現しようとすれば、過度に複雑になり、透明性が大幅に低下することは避けられない。また、実際の格付では、特定の要因のウェイトがスコアカードで用いるウェイトとは大きく異なっている場合もある。

このように格付上の考慮事項のウェイトが変化するという状況は、スコアカードには含めていない要因にも当てはまる場合がある。例えば、流動性は格付に極めて重要な影響を与え得る要因であるが、状況によっては、似たような信用プロファイルの発行体の差を考える際、実質的な影響を与えないこともある。例外的にデフォルト・リスクを高めるような極めて低い流動性は、格付に大きく影響する場合もある。しかし、格付が低く、流動性がデフォルト回避に大きな役割を果たす場合でない限り、2社の信用プロファイルが全く等しく、唯一の違いが、一方は流動性が良好であり、もう一方が「極めて」良好であるという場合、両社の格付は同じになることがある。

その他の格付上の考慮事項

ムーディーズが考慮する要因は本稿で考察した要因以外にもある。格付においては、コーポレート・ガバナンス、財務管理、流動性管理、グループの複雑性、投資対象の配当に対する影響力、イベントリスク、親会社および制度上のサポートなども考慮する。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの評価で注目する点としては、監査委員会の財務に関する専門知識、上級幹部の報酬制度が規定するインセンティブ、関連当事者間取引、外部監査人とのやり取り、株主構成などがある。

財務管理

ムーディーズは、監査済財務諸表の正確性を信頼して、格付の付与とモニタリングを行っている。財務諸表の質は、業務の一元化、経営陣の適切な方針、会計方針と手続きの一貫性といった、内部統制の影響を受ける可能性がある。財務諸表における会計監査人のコメント、通常とは異なる財務諸表の修正や規制当局への提出遅延は、内部統制の弱さを示すこともある。

流動性管理

流動性は全ての投資持株会社の格付を評価する上で重要な考慮事項であり、ストレスが加わった状況下では最も重要な格付要因となり得る。ムーディーズは、現金の源泉と使途の両面から、短期的にどの程度の流動性が必要となるかを予想し、内部流動性ならびに銀行のコミッテッド・クレジット・ファシリティの質、短期債務およびアンコミッテッド・クレジットラインへの依存度などの外部流動性を評価する。

グループの複雑性

一般に、グループ構造が複雑であるほど、持株会社と他のグループ会社あるいは株主との境界が不明瞭になる。そのため、グループの一部の企業にマイナスの影響を与える要因が持株会社にも影響する可能性が高くなる。極端なケースでは、持株会社と各投資対象との間で信用リスクの波及が深刻になることを踏まえ、格付対象企業を投資持株会社ではなくコングロマリットとして扱うこととし、分析アプローチを修正する可能性がある。グループの複雑性が高まるということは、追加流動性へのアクセス、税効果の最適化による節税、資金管理の改善といった点において、より高度な管理能力を持つことを示唆すると考えられるが、その一方で持株会社と投資ポートフォリオに含まれる様々な投資対象との間で信用リスク波及の可能性も高まる。

ムーディーズは、グループの複雑性を表す次の4つの指標に着目する。

1. 出資先企業間の株式持合い

1. 出資先企業間の取引および/または持株会社と出資先企業間の取引 

1. 持株会社株主による関連者間取引

1. 複数の会社における負債調達（持株会社のポートフォリオに含まれる出資先企業間で負債調達が行われる）

投資対象の配当政策への影響力

投資持株会社の事業会社に対する影響力が大きいほど、投資持株会社は事業会社の配当政策の変更や事業会社におけるグループ企業間融資を通じて、自社の資金需要に応じた追加の流動性をより柔軟に創出できる。同時に、高い出資比率を維持する傾向のある企業は、資産の集中度も高くなる傾向がある。主要投資対象に対する支配権を維持する投資戦略をとれば、ポートフォリオの分散は結果として低くなるためである。これら2つの要因のバランスをどう考えるかということは重要な考慮点となり得る。投資持株会社が主要投資対象に対し強い影響力を持つ場合、両者の信用力の関連性はより強くなるためである。

イベントリスク

不測のイベント発生により発行体のファンダメンタルな信用力が突如、急激に悪化する可能性があることもムーディーズは認識している。特別なイベントの典型的な例として、M&A、資産売却、事業分離、資本再編計画、訴訟、株主還元などがある。後継者に関する明確な計画がない場合、キーパーソン・リスクも格付にマイナスの影響を与えることがある。

親会社からのサポートおよび制度上のサポート 

親会社からのサポート

高格付の企業が株主となっており、株主企業にとって戦略上の重要性を持つとみられる企業の格付にはアップリフトが織り込まれる可能性がある。親会社からのサポートの分析においてムーディーズは、ストレス状況下に置かれた企業あるいは大規模な資本投資などのために資金を必要とする企業に対し親会社がサポートを提供するための財務能力あるいは戦略上の動機を有するかどうか、あるいは過去にサポートを提供したことがあるかどうかを検討する。逆に、親会社が発行体に対し高水準の配当を要請し、それが財務柔軟性を低減している場合は、このリスクを格付に反映させる。

他の制度上のサポート

日本や韓国など一部の国では、国にとって戦略上の重要性を持つ一部の大企業が財務逼迫に直面した場合、政府や銀行からのサポートを受ける可能性がある。ムーディーズの日本の事業会社の格付には、規模が大きく社会的に重要な企業に対して作用する、日本固有のサポートシステムの要因が考慮されている。このサポートシステムの要因が、日本の発行体の長年に亘るデフォルトの少なさに表れている。ムーディーズの分析手法においては、格付対象企業と、その企業グループや取引銀行との関係を重視している。

コングロマリットの分析における考慮事項

コングロマリットを自称する企業は多数あるが、本格付手法ではコングロマリットとみなす企業を絞り込んだ結果、コングロマリットとして本格付手法が適用される企業はごく少数となっている。他の事業会社とコングロマリットを区別する主な特徴を以下に挙げる。

コングロマリットは、全く関連性のない複数の業界に投資し、通常、投資対象の過半数株式あるいは全株式を保有するが、明確に主力事業として位置づけられる事業セグメントを持たない。全く関連性のない業界に複数の事業子会社や投資対象を有する企業は、非常に数多く存在するが、その大部分が一つの主要事業セグメントを持つとムーディーズはみている。そのような企業を格付けする場合、主要事業セグメントに関連するセクターの格付手法を用い、他の事業セグメントのリスクの違い（事業分散の恩恵を含む）や財務パフォーマンスも併せて考慮する。

コングロマリットは単一の事業体として行動し、グループ内での資本再配分を制約する大きな障壁はなく、持株会社が子会社の資金需要をサポートするために債務を発行することもある。

コングロマリットの信用リスク評価では、各事業セグメントの信用リスクとグループの信用力に対する寄与とのバランスを織り込む必要がある。この定義に基づくコングロマリットの格付は、最も信用リスクが高い、あるいは低い事業セグメントの信用リスクではなく、各事業セグメントの比率に応じて加重した信用リスクの合計を示すものとなる可能性が高い。また、業種および所在国からみた資産およびキャッシュフローの分散がコングロマリットの信用リスクを低減する可能性も考慮する必要がある。

グループ内の資本配分に大きな制約がないため、連結ベースのグループ全体の信用プロファイルに基づく分析が必要となる。これには、グループ経営戦略と規律、コーポレート･ガバナンス、財務方針などの検討が含まれる。また、グループ内での資本再配分は、コングロマリット内の弱い事業体から強い事業体への信用リスク波及につながる可能性がある。従って、サポート提供の可能性およびサポートとして提供される資本の金額と経路が関連事業体のそれぞれの信用リスクに与える影響も評価する必要がある。

コングロマリットの債務水準がさほど高くなければ、その信用力は強い事業セグメントによって支えられているとみることができる。ただし、この見方は弱い事業セグメントがグループ全体の信用力を引き下げる可能性が低い、あるいは全くないことを前提としている。ほとんどの場合、グループ債務は少なくとも各主要セグメントの信用力にある程度依存するとみられるため、主なセグメントの信用リスクの合計を用いるサム・オブ・ザ・パート・アプローチを適用する方が適切である。

コングロマリットは通常、グループの事業戦略に対する強い監督権限と一貫した財務方針を持つ。一般に、主要/旗艦子会社が必要とする場合は様々な形式で財務支援を行うとみられ、子会社が自身で資金調達を行う際は、保証や担保を提供することも珍しくない。さらに、法的助言、一元化されたキャッシュ･マネジメントといった重要な事務管理あるいはサポート・サービスや、他の事務管理サービスを提供することもある。コングロマリットは1つのグループとして行動し、事業および経営が高度に統合されていることがある。さらに、有利な裁定取引の機会があれば資産を売買することもあるが、通常は具体的な出口戦略を持たずに事業構成を長期的に維持することが投資戦略の一つとなっている。

ムーディーズは、コングロマリットが関与する主要業種別に、各業界の格付手法のスコアカードを適用して事業リスクと信用リスクを評価する。ほとんどケースでは、上位2つか3つの事業セグメントについて評価することが有意義である。その結果に基づいて、スコアカードから加重平均した結果を推定する。関連業界の格付手法と同様、スコアカードが示唆する格付が必ず実際の格付と一致するわけではなく、スコアカードに含まれない他の検討事項もある。一部のケースでは、分散による恩恵もそのような検討事項に含まれる。ムーディーズは、コングロマリットがグループ内で債務を配分する際に、税効果や通貨の違いを考慮する可能性があることも認識している。このような不規則要因によって債務配分が不均衡となっている場合でも、連結財務諸表の分析と各事業セグメントの格付水準ごとの理論上の債務負担能力を合わせて考慮することで、概ねその影響を緩和した分析が可能になる。

このような分析アプローチを取る場合、必要に応じ、グループ全体の加重平均後の格付を考えるため、コングロマリットの持株会社債務を子会社事業に配分する場合もある。この配分比率の算出は通常、キャッシュフロー指標（各主要事業セグメントのEBITDAへの寄与など）を中心に考える。これは、この指標が多様な子会社のおおよその債務負担能力を表すと考えられるためである。通常はキャッシュフロー指標を重視するが、加重計算においてどの指標を最も重視するかは、最終的には格付委員会の決定事項である。例えば、資本集約型企業については資産関連指標を重視したり、格付委員会が対象企業について営業利益が最も適切な指標であると考える場合は、営業利益を重視する場合もある。

他の要因：ポートフォリオの安定性、株主構成、分散性

ポートフォリオの安定性

ある期間におけるコングロマリットのポートフォリオの安定性は、投資資産とその構成（セクター、国、収益とキャッシュフロー等）の安定性、買収案件、事業分離およびグリーン・フィールド・プロジェクトの数の分析により評価できる。バランスのとれた投資戦略を実現するための明確な指針を備えた強い財務規律があり、イベントリスクが限定的な場合は、コングロマリット全体の信用リスク評価においてポジティブな要因とみることができるだろう。行動の予測がつきやすい場合も通常、信用評価にポジティブである。これは、コングロマリットが一定の事業構成を維持し続けなくてはならないということではなく、コングロマリットが様々な事業をどのように管理しようとしているかについて、明確な戦略を持つ場合、ムーディーズはこれを高く評価するということである。

関連会社および子会社の支配

コングロマリットの子会社への出資比率が100%未満であることは珍しくない。コングロマリットが強力な支配権を行使するとしても、少数株主は持株比率に応じて配当可能利益を受け取る権利を有する。この少数株主に支払われる現金は、コングロマリットの持株会社レベルの債務返済に充当することはできない。従って、過半数株式を保有する子会社のキャッシュフローについては、会計原則では全てが連結の数字に反映されるが、比例連結方式で計算した方が、経済的実態がより適切に反映されるだろう。この方法は持分法適用子会社に対しても適切な分析手法となろう。

親会社と子会社の関係およびグループ内のサポート

持株会社がコングロマリットの一部を構成する事業に個別の財務サポートを提供することもあり得る。そのような財務サポートは、企業間融資、増資、資産の譲渡、金融保証の提供、債務免除等の形をとる可能性がある。サポートの強さは、それが提供される方法と、ムーディーズが評価する親会社のサポート提供の意思と能力によって決まる。

コングロマリットは一般に単一の事業体として行動すると想定されるため、ある事業へのサポート提供は通常、グループ内の他の事業を代償とする。前提となる考え方は、コングロマリットは、グループ内で資本が移転する可能性はあるものの、その価値はグループ企業の合計を上回ることはなく（後述のように事業分散が大きければ一定のプラス効果もあろうが）、結果としてコングロマリットの信用力はグループ内事業体の信用力の平均に概ね等しくなる、ということである。グループ内の他の事業体からサポートを受けることも珍しくないだろう。

財務サポートの対象をある事業から別の事業にシフトさせた実績がある場合、特定の事業が他の事業より大きな影響を受けやすいか、あるいは全事業が等しく影響を受けるのか、を推し量る材料となる。そのような分析の際、子会社の債務契約のコベナンツをみて、関連会社あるいは外部の他社との取引が禁止されていないか、それにより子会社が提供できるサポートが制約される可能性があるかを確認することも重要な視点である。コングロマリットにとって重要な成功要因の一つは、事業機会追求のためにグループ全体にわたる資金を用いることができることだとムーディーズは考えている。

株主構成

株主構成はコングロマリットの信用評価にプラスとなる可能性のある要因である。例えば、安定した株主構成（過半数株式を同族が保有）や明確な後継者育成計画は、プラス要因となり得る。逆に、株主の影響が不明確、あるいはガバナンス体制が脆弱であれば、最終的な格付にマイナスの影響を与える可能性がある。

分散性の持つポジティブな効果

コングロマリット内での事業分散は、債権者に恩恵をもたらす可能性がある。ただし、事業が分散しているとみなされるのは、様々な事業間の相関が低い場合である。そのため、ムーディーズは分散性を評価する際には、実質的な分散効果を非常に重視し、慎重なアプローチをとる。
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		格付手法：投資持株会社およびコングロマリット







付録: 投資持株会社のスコアカード

		サブ要因
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		該当なし*

		非常に保守的な投資戦略および卓越した戦略遂行の実績。

非常に流動性の高い投資対象を安定的に保有。安定業種の優良大企業、高格付発行体が典型的な投資先。

投資先の信用プロファイルへの強いコミットメント、重視。


ポートフォリオの質が大きく変化するリスクが非常に低い。明確に規定された投資ガイドラインにより事業プロファイルを長期的に見通せる。

		保守的な投資戦略および強固な戦略遂行の実績。

流動性がかなり高い投資対象を安定的に保有。投資適格格付の企業で、安定的な業種。業績に与える経済的要因が分散されている。


投資先の信用プロファイルへのコミットメント、重視。


投資ポートフォリオの質が予期せず大幅に悪化するリスクが低い。透明性のある投資ガイドライン。

		慎重に管理された投資戦略および/または良好だがばらつきのある戦略遂行の実績。

ある程度流動性のある投資対象をある程度安定的に保有。コアの投資先は通常投資適格格付の企業。


投資先の信用プロファイルをある程度重視。


事業プロファイルの悪化リスクは管理可能。投資ガイドラインが信用プロファイルの大幅な悪化を抑制。

		幾分積極的な投資戦略および/または限定的あるいは未検証の実績。


成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性を第一に重視。


経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先あるいはレバレッジド・カンパニーに積極的に相当のエクスポージャーをとる。

積極的あるいは機会主義的な投資に意欲的であることが明らかで、投資戦略・ガイドラインが不明確。

		積極的な投資戦略および/またはほとんど不成功に終わった投資実績。

成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性は二次的な考慮事項。


経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先に積極的に多額のエクスポージャーをとる。


スタートアップ、事業再生、レバレッジ・バイアウト等、特殊な状況にある投資先への投資に意欲的であることが明らかで、明確な投資ガイドラインを持たない。

		非常に積極的な投資戦略および/または乏しい戦略遂行の実績。


成熟企業と成長企業を組み合わせたポートフォリオを目指し、投資判断において流動性は考慮しない。


経営陣が事業プロファイルと事業環境のリスクが高い投資先に積極的に多額のエクスポージャーをとる。


高いイベントリスクを伴い実績が限定的な投資先への非常に高リスクで投機的な投資に意欲的であることが明らか。



		資産の質



		資産の集中

		10%

		最小
<10%

		非常に低い 
10% - 20%

		低い
20% - 35%

		中位
35% - 50%

		高い 
50% - 60%

		非常に高い；
>= 60%

		非常に高い。通常、60%以上が上位2社に集中。



		地理的分散

		10%

		グローバルに分散


コア資産がグローバルに広く分散

		分散性が非常に高い

コア資産が主要経済地域に広く分散

		分散性が高い

コア資産が幾つかの主要地域に分散し、各地域内でも分散

		分散性が中位

コア資産が2-3の地域の主要国に分散、あるいは幾つかの大規模国に分散。

		分散性が低い

コア資産が1地域の多数の大規模国に分散。

		分散性が非常に低い

コア資産が1地域の2-3の中規模国または1つの大規模国に所在

		分散性が最小

コア資産が中規模の1ヵ国のみ、あるいは小規模な数ヵ国に所在



		事業の分散

		10%

		>= 13 セクター

		 10 - 12 セクター

		 8 - 9 セクター

		 6 - 7 セクター

		 4 - 5 セクター

		 2 - 3 セクター

		 1 セクター



		投資ポートフォリオの透明性

		10%

		完全な透明性;

全て（あるいはほぼ全て）の投資対象が上場企業で、非常に質の高い情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも4半期毎）。上場企業であるためポートフォリオの評価額をタイムリーかつ正確に推定できる。



		高い透明性;

投資対象の大半が上場企業で、質の高い情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも4半期毎）。上場企業であるためコア資産の評価額を非常に良好に推定できる。



		良好な透明性;

ポートフォリオ評価額の半分以上が上場企業で構成され、良好な情報開示が定期的に行われる（通常、少なくとも半年毎）。非上場企業の評価に十分な情報が入手可能。

		中位の透明性; 

コアの投資対象は上場企業であることがほとんどだが、評価額の推定のために入手可能な開示情報の質が高くない市場の非上場企業への投資が大きな割合を占める。

		限定的な透明性;

コアの投資対象に、非上場企業の評価額推定のために入手可能な開示情報が限定的な市場の上場企業と非上場企業が含まれる。

		低い透明性;

非上場企業への投資および/または評価額の推定のために入手可能な開示情報が限定的な市場への投資が大きな割合を占める。

		非常に低い透明性; 

投資対象の大部分が非上場企業、ポートフォリオ評価額の推定のために入手可能な開示情報の質が低い。評価額は簿価に基づく可能性があり、大幅な評価減のリスクがある。



		財務方針



		財務方針

		10%

		極めて保守的な財務方針をとることが予想される。非常に安定した指標。非常に強固な信用プロファイルの長期的な維持を公的に表明。

		非常に安定的かつ保守的な財務方針をとることが予想される。安定した指標。格付アクションにつながるイベントリスクが最小。強固な信用プロファイルの長期的な維持を公的に表明。

		債権者の利益を保護する予測可能な財務方針をとることが予想される。中位のイベントリスクはあるが、レバレッジへの影響は小さく一時的なものとみられる。安定した信用プロファイルの維持を強く表明。

		債権者と株主の利益の平衡をとる財務方針をとることが予想される。負債調達による買収または株主還元が信用プロファイルを悪化させるリスクがいくらかある。

		債権者より株主を優先する財務方針をとることが予想される。株主還元、買収または他の重大な資本構成の変更に起因する財務リスクが平均を上回る。

		債権者より株主を優先する財務方針をとることが予想される。株主還元、買収または他の重大な資本構成の変更に起因する財務リスクが高い。

		様々な経済環境において高い債務再編リスクの発生につながる財務方針をとることが予想される。



		推定市場価値に基づくレバレッジ(MVL)



		推定市場価値に基づくレバレッジ 

		20%

		最小
通常10%未満

		非常に低い
通常10%-15% 

		低い
通常15%-25% 

		中位
通常25%-35%

		高い
通常35%-45%

		非常に高い
通常45%-60%

		高レバレッジ
通常60%以上



		カバレッジと流動性



		(FFO + 支払利息) / 支払利息

		10%

		>= 7x

		5.5x - 7x

		4x - 5.5x

		3x - 4x

		2x - 3x

		1x - 2x

		< 1 x



		流動性

		10%

		>= 10年

		7 - 10年

		5 – 7年

		3 – 5年

		2 – 3年

		1 – 2年

		< 1年





* 株式ポートフォリオ投資を中心とする持株会社の事業の性質を考慮し、格付対象企業の投資戦略がAaa格付に相当するというシナリオは想定しない。
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This Credit Analysis provides an in-depth discussion of credit rating(s) for Company Name and should be read in conjunction with Moody’s most recent Credit Opinion and rating information available on Moody's website.



ERLINK "http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=?????&s=5"Moody's website.
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関連リサーチ

信用格付は基本的に業種別信用格付手法によって決定される。また、幅広い格付手法（1つ以上のクロス・セクター格付手法）における考慮事項が、本セクターの発行体および債券の信用格付の決定時に重要となることもある。業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法となりうるものについては、ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。

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。

詳細な情報については、「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。
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ムーディーズ・ジャパン株式会社
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法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別、二次的又は付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、又は(b)関連する金融商品が、ムーディーズが付与する特定の信用格付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合においても、責任を負いません。

法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー若しくはサプライヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言すると法により排除し得ない、その他の種類の責任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。

ここに記載される情報の一部を構成する格付、財務報告分析、予測及びその他の見解（もしあれば）は意見の表明であり、またそのようなものとしてのみ解釈されるべきものであり、これに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・評価しなければなりません。

ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行っていません。

Moody's Corporation (以下「MCO」といいます)が全額出資する信用格付会社であるMoody's Investors Service, Inc.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、Moody's Investors Service, Inc.が行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、1500 ドルから約250 万ドルの手数料をMoody's Investors Service, Inc.に支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO及びMISは、MISの格付及び格付過程の独立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び、MIS から格付を付与され、かつMCO の株式の5%以上を保有していることをSEC に公式に報告している会社間に存在し得る特定の利害関係に関する情報は、ムーディーズのウェブサイトwww.moodys.com上に"Investor Relations-Corporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。

オーストラリア専用の追加条項：この文書のオーストラリアでの発行は、ムーディーズの関連会社であるMoody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657（オーストラリア金融サービス認可番号336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号383569）（該当する者）のオーストラリア金融サービス認可に基づき行われます。この文書は2001年会社法761G条の定める意味における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にアクセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であるか又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人が、直接又は間接に、この文書又はその内容を2001年会社法761G条の定める意味における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになります。ムーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又はリテール投資家が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではありません。リテール投資家が、投資判断を行う際にムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物を利用することは、慎重を欠き不適切です。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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