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事業会社の分析における財務諸表

の調整 
Financial Statement Adjustments in the 
Analysis of Non-Financial Corporations 
 

概要 

本クロスセクター格付手法は、事業会社の財務諸表の調整に対するムーディー
ズのアプローチを説明するものである 1。ムーディーズは、信用リスク評価の観点

から分析の質を高め、企業間の財務諸表の比較可能性を改善するために、企
業が報告する財務諸表を調整する。ムーディーズは調整後のデータを用いて信

用力に関連した財務指標を算出し、それらを格付の根拠の一部として用いる。 

ムーディーズの調整は、企業の財務諸表が適用を受ける会計基準に準拠して
いないことを示唆するものではない。調整の目的は、財務データの信用分析上
の価値を高めることにある。財務データの測定、認識、表示、開示慣行は、国、
地域、会計制度によって異なり、同一の国、地域、会計制度においても相違が
存在するため、財務諸表を完全に比較可能なものにすることは不可能である点
をムーディーズは認識している。しかし、ムーディーズが用いる主要指標が、一
般に十分な開示がなされている会計処理の相違により大きく影響される場合、
データの質と比較可能性を高めるために調整を行う。今後、グローバルな会計
報告や分析に関する論点に何らかの展開がみられれば、調整手法を変更ある

いは追加する可能性がある。 

 

                                                                        
1  ここでいう事業会社とは、公益企業、インフラ、 REITS、資産運用会社、保険ブローカレッジを指す。  

本稿は、本格付手法の適用対象に含まれるインフラ発行体の範囲を明確化するという重要な変更を示し
た、脚注 1 への変更のみを目的として 2015 年 12 月 22 日にアップデートされた。本稿のその他の重要

な点については、前回発行日以降、変更されていない。今回のアップデートに伴う格付変更はない。 

This rating methodology is based on Moody’s Investors Service’s rating methodology titled “Financial Statement 

Adjustments in the Analysis of Non-Financial Corporations, (December 22, 2015).” The rating approach described 

in the Moody’s Investors Service report was adopted on December 28, 2015. 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_186828
http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_186828
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本格付手法は、米国、日本およびその他の国の国内会計原則（別途明記しない限り、本稿で
はこれらを GAAP と総称する）および国際財務報告基準（IFRS）に基づいて作成された財務

諸表に対するムーディーズの標準的調整を説明するものである。本稿で述べる調整は、
GAAP または IFRS に固有のものであるが、適切と判断されれば、「各国会計原則」と総称する

基準に準拠する地域にも適用されることがある。これは、GAAP または IFRS に基づき会計報

告を行っている事業会社の財務諸表との比較可能性を高めるためである。 

幾つかの調整は「標準的調整」とみなされており、適用時に全事業会社にわたる調整を包括
できるよう考案されている。状況によっては、ムーディーズは本稿で述べる標準的調整とは異
なる手法で財務情報を提示する可能性がある。これは、標準的調整とは異なる情報提示を行
った方が、分析上、より適切と考えられる場合があるためである。特定の業界における財務情
報の提示方法が、標準的調整と広範にわたり異なる場合、ムーディーズは通常、その点を業

界の格付手法に明記する。 

本来の経済的実体をより的確に反映し、他社との比較可能性を高めるために、標準的調整に
追加して、財務諸表の非標準的な調整を行うこともある。非標準的調整には、分析上の判断
が多分に織り込まれることが多い。例えば、信用分析上、より適切であると判断した場合は、

非標準的調整によって推定や想定を反映させることがある。 

調整の目的と適用 

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

調整の具体的な目的は次の通りである。 

» 本来の経済的実体をより正確に表すと考えられる会計方針の適用：この一例が、オペレ

ーティングリースである。オペレーティング・リースは有利子負債に類似した財務上の性質

を持つため、ムーディーズはこれを貸借対照表上に計上するべきと考える。ムーディーズ

の標準的調整の大半は、会計原則に関するものである。 

» 会計原則を同等にすることによる比較可能性の向上：例えば、同業他社の棚卸資産を同

等に比較できるよう、ムーディーズは後入先出法評価(LIFO)を先入先出法評価(FIFO)ベ
ースに調整している。 

» 特定の状況下で信用分析上より保守的と考えられる見積もりまたは仮定を反映：典型的

な例としては、資産評価引当金、資産の減損、偶発債務など、極めて裁量的な分野に関

するものが挙げられる。その算定は企業によって異なるため、標準的な調整に相応しない。

これらについては個々の状況に応じて財務調整を行う。 

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

ムーディーズによる調整は、3 つの主要財務諸表の全てに対して行われ、調整後も相互の整

合性が保たれる。 

» 貸借対照表：いくつかの項目の金額の調整、会計基準で認められている期間配分効果

の除去、オフバランス取引の反映、債務と株式の両方の特性をもつハイブリッド金融商品

の債務と株式の分類変更などの調整を行う。 

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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» 損益計算書：期間配分効果の除去、追加的な費用の認識、新たに認識した債務への利

息の配賦、例外的・非経常的な項目の効果の分離などを行う。 

» キャッシュフロー計算書：貸借対照表および損益計算書への調整に整合するよう調整を

行う。例えば、損益計算書で区分した、例外的な取引・事象がキャッシュフローに与える

影響を考慮し、区分する。 

ムーディーズは、通期の財務諸表の調整と同じ方法で中間財務諸表を全面的に調整するこ
とを目的としている。しかし、中間決算では開示内容が限られるため、全面的な調整が不可能
な場合がある。そのようなケースでは、調整が可能かどうか、また、どのように計算すべきかを
ムーディーズの判断にしたがって決定する。調整に必要な情報が中間期に開示されない場
合、ムーディーズは前年度通期の開示情報を用いて推定することが多い。 

ムーディーズは、「調整前財務諸表」（公表財務諸表）と、「調整後財務諸表」（公表財務数値
に調整を加えたもの）をデータベースに保存し、それを用いて類似企業間の比較や、業種ご
との定量的基準の検討を行う。このデータによって、格付の比較可能性が高まり、より透明性

の高い説明が可能となる。 

標準的調整 

標準的調整の対象および適用会計基準は次のとおりである。例えば、確定給付年金の調整
は米国企業会計基準、IFRS、日本企業会計基準に適用されるが、ファイナンス・リースの調整

は日本企業会計基準のみに適用される。. 

図表 1 

標準的調整の適用 

 米国 GAAP IFRS 日本 GAAP 

確定給付年金 x x x 

複数使用者年金 x   

オペレーティング・リース x x x 

オフバランスのファイナンス・リース - - x 

資産化利息 x x x 

資産化開発費 - x - 

長期負債（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用 - x - 

ハイブリッド証券 x x x 

証券化・ファクタリング取引 x x x 

後入先出法評価による棚卸資産 x - - 

運転資本調整前営業キャシュフローの測定の整合性  - x - 

例外的・非経常的項目 x x x 

 
下表は標準的調整の項目別の要約である。それぞれの標準的調整については、本稿後

半で詳細に説明する。 
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図表 2 

事業会社の分析における財務諸表の調整 

調整 目的 

確定給付年金 会計基準で認められた会計上の期間配分の効果を除去し、年金制度における積立不足

額または非積立型年金債務を債務として認識（エクイティクレジットに応じて調整）。また、

年金基金への現金の拠出の、キャッシュフロー計算書上の分類を一定の条件下で変更。 

複数使用者年金 複数使用者年金負債の積立不足額の企業分を推定し、債務として認識。 

オペレーティング・ 
リース 

オペレーティング・リースとオフバランスのファイナンス・リースを資産計上し、対応する債務

を負債認識する。リース債務の利息を計上し、残りの部分を減価償却費として計上するこ

とにより、損益計算書上の支払いリース料の分類を変更する。 

資産化利息 当期中に資産計上された利息額を費用として認識する。キャッシュフロー計算書上では、

資産化利息を投資キャッシュフローから営業キャッシュフローに分類変更する。 

資産化開発費 当期中に資産計上された開発費を費用として認識し、それに伴い貸借対照表上の無形資

産も調整する。キャッシュフロー計算書上では、資産化開発費を投資キャッシュフローから

営業キャッシュフローに分類変更する。. 

長期負債の割引に 
関する利息費用 

割引計算により算定された長期債務（有利子負債を除く）の増加分を営業費用に区分変更

し、支払利息を調整する。 

ハイブリッド証券 債務と株式の両方の特徴をもつ証券を、ムーディーズのハイブリッド証券の分類方法に基

づいて分類する。分類方法は企業会計基準上の取り扱いとは異なることがある。ハイブリ

ッド証券のムーディーズによる分類方法に従い、支払利息、配当、関連キャッシュフローを

調整する。  

証券化・ファクタ 
リング取引 

オフバランスの証券化・ファクタリング取引を、担保付借入に分類する。 

後入先出法評価 
による棚卸資産 

後入先出法評価による棚卸資産を、先入先出法評価に基づいた価値に調整する。    

運転資本調整前営業

キャシュフローの測定

の整合性 

法人税等支払額と当期の法人税等費用の差額、および純利息支払額と利息費用の差額

が運転資本に含まれるよう、適宜調整を行う。 

例外的・非経常的項目 例外的・非経常的な取引・事象を、損益計算書およびキャッシュフロー計算書上の別項目

に分類し直す。利益または営業キャッシュフローを用いる財務比率は通常、この金額を除

外して算出する。 

非標準的調整 

ムーディーズは、経済的実体をより適切に反映し、他社との比較可能性を高めるために、標
準的調整に加え、他の項目について財務諸表に非標準的調整を加えることがある。下に挙
げる例は全てを列挙したものではないが、各発行体の基礎的事実と状況に基づいて行う非標

準的調整の一部である。 

» 「公正価値オプション」の選択に基づき、公正価値で計上された債務 

» 損益計算書のその他の退職後給付（OPEB）債務の市場価値の変動 
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確定給付年金 

確定給付年金には 2 つのタイプがある。「積立型年金」の場合、将来の給付に充当するため

の資産を分離して年金基金口座に積み立てる必要があるが、「非積立型年金」の場合、分離
された年金口座に資産を積み立てることは要求されず、企業はそのような積み立てを行わな
い。年金に関するセクションの第 1 部では、これらの 2 つのタイプの年金を扱い、第 2 部では

非積立型年金に特有の加算調整を扱う。  

執行役員補完退職年金制度（Supplemental Executive Retirement Plans; SERP）は、役員へ

の課税繰延が認められる特殊な種類の年金制度である。従業員退職所得保障法
（Employee Retirement Income Security Act; ERISA）によって保護され、最低限の積立額

と給付保証が設定されている単独設立型年金制度（Single-employer pension plans; SEP）
とは異なり、SERP の給付額は大概リスクにさらされており、通常、積立不足となっ

ている。ムーディーズは、これらの制度の契約の性質や破綻時の運営方法からみて、
多くの国・地域で SERP 債務は SEP 債務と変わらないと考えている。そのため、SERP
に対する標準的調整は、SEP に行うものと同様であり、かつ SEP と同時に行う。SERP

は株主資本に配分しない。 

医療給付等のその他退職後給付 (Other Post-Employment Benefits; OPEB) は負債に類似し

た支払い義務と見做さない。また、ムーディーズは多くの国・地域において、規制上
の保護の欠如、資金調達の柔軟性、破綻処理時の取り扱い、等を考慮する。 

会計基準上の問題点-第 1 部 

現在の会計基準では、年金基金に対する企業の経済的債務が、貸借対照表上で認識されな
い場合が多い。これは、年金会計上、期間配分が認められていることが一因である。こうした
期間配分は損益計算書の年金費用の評価を歪める。期間配分によって多額の損益の繰り延

べが可能となり、実態を反映しない次のような財務報告が生じうる。 

» 年金プランの経済状況が悪化した期間に年金収益を計上する、あるいは 

» 年金プランが積立不足となっている時期に貸借対照表に年金に関連した資産を計上す

る 

会計基準では、年金基金への現金拠出はキャッシュフロー計算書で営業キャッシュフローに
分類することになっている。この現金拠出は年金の未積立分に充てるものも含むが、これは年
金債務の縮小ともみることができる。すなわち、より財務活動に近い年金基金への拠出によっ

て、営業キャッシュフローが減少することになる。 

ムーディーズの分析上の対応-第 1 部 

ムーディーズは、年金債務の契約上および規制上の性質からみて、積立型年金プランにつ
いては、未積立額が債務として貸借対照表に反映されるべきと考えている。したがって、数理
計算に基づく予測給付債務（PBO）あるいは確定給付制度債務（DBO）2が年金基金の資産

の公正価格を上回った額を、期末の債務とみなしている。資産は通常、年金基金間で移管で
きないため、多くの場合、ムーディーズは未積立額のある基金の総未積立額を用いて債務の

調整を行う。  

年金債務の契約としての性格を考えると、年金債務は「準負債」とみなされる。そのため、年金
債務を貸借対照表上の負債に分類し、債務が含まれる財務指標の計算にも反映させている。
損益計算書では、過去勤務債務や数理計算上の差異の償却などの、会計処理上の期間配

                                                                        
2  年金債務の評価としては、累積給付債務（ABO）がより適切であるとの議論もある。PBO/DBO とは異なり、ABO は将来

の昇給を見込まない。ムーディーズは、継続企業の前提に立ち、PBO/DBO による評価がより適切であると考えている。 
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分効果を除去したものが年金費用となるよう調整している。ムーディーズは、「当期の勤務費
用+予測給付債務（PBO）の利息費用－年金資産からの収益」を年金費用と考えている 3。し

かし、ムーディーズは「その他の非経常的費用」を EBIT から控除するため、年金資産の運用

実績の変動は EBIT に反映しない。キャッシュフロー計算書では、勤務費用を上回る年金信

託への拠出は、年金関連債務の返済とみなす。 

財務諸表の調整方法– 第 1 部 

次表は、確定給付年金の未積立額に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 3 

事業会社の分析における財務諸表調整 

貸借対照表 確定給付年金の積立不足額を貸借対照表上、債務として認識する。その際、総積立不足年

金債務（PBO または DBO-年金資産の公正価値）を債務として認識し、その他の全ての年金

資産・債務を除去する。 

損益計算書 » 全ての年金費用を除去し、年金制度運営費用の最も的確な見積額と考える勤務費用（売

上原価、営業費用、販管費に、それぞれの金額に比例して按分）を認識する。 

» 各発行体の格付に基づく理論上の平均借入コストに相当する利率を用いて、利息費用を年

金債務に配分する。 

» 年金債務に配分した部分を超過する PBO または DBO の利息費用はその他の損益に含

め、年金資産からの損益（年金関連債務に配賦させた後の利息費用の額を上限とする）を

その他損益に加減する。 

キャッシュフロー 

計算書 

年金基金への事業主の現金拠出額が勤務費用を上回る場合、超過額を営業キャッシュフロ

ーから財務キャッシュフローに分類変更する。拠出額が勤務費用を上回らない場合は、キャッ

シュフロー計算書上の調整を行わない。 

 

年金会計で最も重要な想定は、将来の年金給付の現在価値を算出するための割引率と、年
金資産からの期待収益に関するものである。これらの想定が維持不可能と考えられる場合、
あるいは他社と大幅に異なる場合、ムーディーズは、経営陣がなぜそのような想定をしている
のか理由を探る。その説明によっては、調整額を変えたり、信用リスクに関連した新たな視点
を得たりすることもある。例えば、割引率が大きすぎると判断した場合、それより低い割引率を
用いて PBO または DBO を算出するよう経営陣に求め、その結果に基づいて年金に関する

調整を行う場合がある。また、年金資産からの期待収益率 4が高い理由を理解することで、年

金資産の性質やリスクへの理解が深まる可能性がある。 

会計基準上の問題点 – 第 2 部 

非積立型年金を採用するドイツやオーストリア等の国の年金制度には、積立型と比較すると
多くの重要な差異がある。非積立型年金では特に、 

» 貸借対照表に純年金債務ではなく総年金債務が計上される。 

» 通常、制度では総年金債務の事前のキャッシュ積立を要求していない。 

» 企業は実際の年金支払いに対応するための積立期間を長期に設定でき、年金債務を満

たす方法を選択できる。 

                                                                        
3  ムーディーズは、持続不可能と考えられる年金収益の認識を避けるため、年金資産の収益額については利息費用の額

を上限としている。また、一般に年金基金のスポンサーは年金収益を年金に関連しない債務の返済に用いることはでき

ず、年金資産を現金化した場合、高額の追徴税を課される可能性がある。 
4  ただし、年金資産からの期待収益率は、ムーディーズの年金関連の調整には影響を与えない。 
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ムーディーズの分析上の対応-第 2 部 

一般に法管轄地域の法律で制度の維持が義務付けられていない非積立型年金制度につい
ては、ムーディーズは PBO または DBO のみを「準負債」とみなす。積立型年金制度との比

較性を高めるため、ムーディーズは事前積立が義務付けられていない企業について事前積
立を想定する。年金債務の支払いは長期にわたり、一般に支払いスケジュールの予測可能
性が高いことから、企業は必要な資金調達を確保する十分な時間を有していると考えられる。
当該企業が資本市場から容易に資金調達できる場合、ムーディーズは経営陣が目標とする

債務・資本構造で、将来の年金債務支払いの調達が行われると仮定する場合がある。 

非積立型年金を採用する企業が事前積立を行うという財務方針をとる場合、年金資産が
PBO または DBO の約 4 分の 3 に達しない限り、あるいはその水準に達することが見込まれ

ない限り、その年金制度を非積立型として扱う。そのため、非積立型年金について、貸借対照
表に株主資本への配分を織り込むという追加調整を行う場合がある。具体的には、調整を行
わなければ債務に加算される予測給付債務（PBO または DBO）を株主資本配分額だけ減額

する。しかし、余剰流動資金は、エクイティによる調達の可能性を低下させる要因となるので、
PBO または DBO から余剰流動資金の分を控除したのちに株主資本の調整を行う。余剰流

動資金とは、事業運営上必要な流動性資金を超える、企業が裁量的に使用できる現預金お

よび市場性有価証券を指す。 

ムーディーズは、前項で説明した債務に関する利息費用の調整を除いては、非積立型
年金債務を有する企業の損益計算書とキャッシュフロー計算書の追加調整を行わない。
PBO または DBO に対する残りの利息費用は、その他経常費用に含まれる。 

財務諸表の調整方法-第 2 部 

次表は、非積立型確定給付年金に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 4 

非積立型確定給付年金の標準的調整 

貸借対照表 非積立型年金制度の PBO または DBO に関する資金調達を想定し、株主資本への配分
を行う。その際、 

» 確定給付年金の調整の項の第 1 部で認識した債務の一部を戻し、 

» それに対応して株主資本を増加させる。 

損益計算書 債務調整に伴う支払利息の調整を除いては、非積立型年金債務を有する企業の損益計
算書に追加の調整は行わない。 

キャッシュフロー 

計算書 

非積立型年金債務を有する企業のキャッシュフロー計算書に追加の調整は行わない。 
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複数使用者年金制度 

会計基準上の問題点 

米国企業会計基準に基づく複数使用者年金制度（MEPP）は、貸借対照表上、債務として反

映されない。MEPP は一般的に、1 つ以上の使用者における労働者を対象とし、労働組合と

の団体交渉によって従業員の拠出金および基金運用が規定されるものである。制度に加盟
する使用者の 1 つが破綻した場合、他の加盟使用者が破綻した使用者の債務を負担しなく

てはならない場合がある。 

ムーディーズの分析上の対応 

単一使用者年金制度に対する取り扱いと同様、ムーディーズは、複数使用者年金制度の未
積立額の企業分を長期の準負債とみなす。 

企業は未積立額の開示を義務付けられていないため、MEPP の未積立額の企業分を正確に

推定するには限界がある。ムーディーズの格付手法では、MEPP のアニュアルレポート 5の開

示情報に基づく業界係数を用いた計算により、未積立額の企業分をおおまかに見積もる。計

算は次の手順を踏んで行う。 

1. MEPP の積立状況と制度に加盟する全企業からの年間拠出額の合計との関係に基づい

て、主要 MEPP ごとに「未積立係数」を算出する。その際には、年金制度のアニュアルレ

ポートの情報を用いて、次の 3 段階の手順を踏む。 

a. 年金プランの積立状況を評価する。Retirement Protection Act of 1994 （RPA 94；
1994 年退職年金保護法）が規定する債務の現在価値の 90%から「純年金資産」

を差し引く（「調整後債務」）6 。 

b. グロス係数を算出する。積立額を MEPP 加盟の全企業の総拠出額で除する。 

c. 「未積立係数」を決定する。グロス係数の 50%とする。50%の減少は、組合との交

渉契約において、企業は未積立額の約 50%を最終的に拠出し、組合員は現在

の賃金、給付、あるいは労働規則を諦めることにより残りの 50%を「積み立てる」と

いうムーディーズの見方を反映している。 

2. 主要 MEPP を大まかな業界カテゴリーに分類し、業界ごとに MEPP の未積立係数の加

重平均を算出し、それを「業界未積立係数」とする。 

3. 企業の直近の年間拠出額に、当該企業に適用される業界未積立係数を乗じ、未積立額

の企業分を推定する。当該企業の加盟する MEPP の係数が業界係数と大きく異なる場

合は、適用する係数を調整することがある。 

                                                                        
5   Employee Retirement Income Security Act of 1974（1974 年従業員退職所得保障法）は、従業員年金制度に対し、Form 

5500 による内国歳入庁と労働省へのアニュアルレポートの提出を義務付けている。Form 5500 には、年金プランの財務

状況を詳細に述べた様々な情報を含んでおり、労働省のウェブサイトで開示されている。 
6  RPA 94 の債務の現在価値は、予想将来給付をリスクフリー金利で割り引いた金額。  



 

  

9 DECEMBER 28, 2015 クロスセクター格付手法：事業会社の分析における財務諸表の調整 
 

CREDIT POLICY 

財務諸表の調整方法 

次表は複数使用者年金制度に関連するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 5 

複数使用者年金制度の標準的調整 

貸借対照表 積立不足額の企業分に相当する金額を負債に加算し、その結果生じる一時的差異に関し
て繰延税金資産を計上、残りの金額を株主資本からの減額として計上する。 

損益計算書 各発行体の格付に基づく理論上の平均借入コストに相当する利率を用いて、関連する利
払いを認識。 

キャッシュフロー 

計算書 

調整は行わない。 

オペレーティング・リース 

会計基準上の問題点 

会計基準は、キャピタル・リースとオペレーティング・リースを区分しており、両者の会計処理は
全く異なる。会計基準では、キャピタル・リースは、借り手に長期に資産を使用する権利と、支
払債務を発生させる取引とみなされる。リース期間を通じて企業は資産計上した資産使用権

を償却し、支払リース料は支払利息相当分とリース債務の元本返済部分に分けて計上される。  

これに対して、オペレーティング・リースは、オフバランス取引の未履行の契約とみなされ、通
常、リース料の支払いに伴って費用処理される。したがって企業は、オペレーティング・リース
を債務を発生させる取引とはみなさず、単に支払リース料をリース費用として損益計算書と営

業キャッシュフローに計上するだけである。 

さらに、会計基準では、任意の線引きテストによりキャピタル・リースとオペレーティング・リース
を区別している。そのため、企業は会計処理を意識しながら取引を構築しており、経済的差異
がほとんどなくても、会計上の扱いが全く異なる場合がある。結果として、異なる方法で同様の
経済取引を行っている企業間や、資産をリースしている企業と購入している企業の間の公正

な比較ができにくくなる。 

ムーディーズの分析上の対応 

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

業との比較可能性が向上する。 

ムーディーズのアプローチは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の調整を
必要とする。貸借対照表の調整では、現在価値の概念を重視するアプローチをとる。最小リ
ース支払額の現在価値は、発行体の実際の法的債務の推定を反映している。負債調整には、
契約上のリース債務の推定現在価値を用い（資産にも同額の調整を加える）、超短期あるい
は超長期のリース契約を結んでいる企業の比較可能性を向上させるため、下限と上限を設定
する。下限の設定は、継続的な事業のために資産を使用する必要性から超短期のリース契
約を更新する企業の場合、最小リース支払額の現在価値を調整額とすれば、企業の負う経済
的債務が著しく過小評価される可能性があるというムーディーズの見方を反映している。加え
て、変動的/条件付のリース形態をとることで最小リース額債務の小額化に繋がる場合、下限
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を設けることでより適切に債務を反映できると思われる。また、長期リース契約は状況に応じて
変更される条件を含む傾向があり、中断条項が明記されていることが多く、現実には全額を支
払う前に解約されることが多いため、現在価値の概念は、超長期リース契約の経済的債務を
過大評価するとムーディーズは考えている。そのため、年間支払リース料の 10 倍を調整の上

限とする。 

貸借対照表では、キャピタル・リースの会計処理と同様に、リース料を支払い利息と減価償却
費に加算することによって、支払利息と負債調整を整合させる。ムーディーズは、オペレーテ
ィング・リースに関する負債調整額に各発行体の格付に基づく理論上の平均借入コストを表
す利率を乗じた金額を算出し、残りの金額を減価償却費に分類変更する。キャッシュフロー
計算書では、キャピタル・リースの会計処理と同様に、リースの減価償却費を営業キャッシュフ

ローから差し引き、投資キャッシュフローの設備投資に加算するという調整を行う。 

財務諸表の調整方法 

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

1. 最小リース支払額の現在価値（上限を 10 倍とする）、あるいは 

2. セクター係数を年間支払リース料に乗じた金額 

最小リース支払額の現在価値 

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

ほとんどの国の一般会計原則では 5 年を超えるリース債務を区別して開示する必要がない。

このようなケースでは、5 年目のリース債務の金額がその後も変わらないと想定して、5 年後以

降のリース債務を割り引く。この想定に基づいた場合、超長期のリース契約の現在価値が過
大評価される可能性があるが、財務諸表で十分に詳細な情報が開示されないことを考慮する
と、これがグローバル比較を行うための合理的な分析上の調整方法であり、10 倍の上限の設

定は超長期リースに関わる問題に対処するための別の方法であるとムーディーズは考えてい

る。 

セクター係数を年間支払いリース料で乗じた金額 

セクター係数は、セクターの中央値から推定される現在価値係数に近似する水準に設定し、
3-6 倍のレンジとなる。中央値は、当該セクターでリースを有する格付対象発行体それぞれの

最小リース支払額の現在価値/年間支払リース料を参照して決定した。一部のケースでは、提

案するセクター係数を決定するプロセスにおいて、ムーディーズの判断をある程度織り込んだ。
例えば、発行体数が少ないため中央値の有意性が低いセクターについては、リース資産のタ
イプを考慮し、類似した資産とリースの特性を有するセクターと比較して係数を決定した。セク

ター係数のリストについては、付録を参照されたい。 

セクター係数は、中央値から推定した現在価値係数が大きく変化し、その変化が有意且つ持
続的であるとムーディーズが判断した場合や、幾つかのセクターに共通の係数を使用すること
が適切であるとみられる場合、変更を検討する可能性がある。しかし、現時点でムーディーズ
は、会計基準審議会によるリース会計関連の変更案が導入されるまで係数の変更を行うこと
はないと予想している。極めて稀なケースとして、発行体に十分に際立った特徴がある場合、
標準とは異なる係数あるいは上限を用いる可能性がある。支払リース料の調整を行うケースも
きわめて少ないとみられる。例えば、支払リース料とサブリース収益は通常相殺しない。サブリ
ースとヘッドリースの期間は一致しないことが多いためである。また、サブリース収益はカウン
ターパーティの信用リスクを伴うためでもある。しかし、サブリース収益を全面的に考慮しない
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わけではなく、サブリース収益が多額に上る場合、サブリース収益の価値を定性的に考慮し、
企業がレバレッジ上昇を許容できる能力に織り込む場合がある。 

年間支払リース料が開示されていない場合、支払いリース料の代わりに 1 年以内の未経過支

払リース料（財務諸表注記で開示されている）を代替値として用いる。 

次表はオペレーティング・リースの資産化に関するムーディーズの調整方法を示したものであ

る。  

図表 6 

オペレーティング・リースの標準的調整 

貸借対照表 次の金額のいずれか大きい方を負債と固定資産に加算する。（i）最小リース支払額の現在

価値（年間支払リース料の 10 倍を上限とする）、あるいは、(ii)セクター係数を年間支払リー

ス料に乗じた金額。 

損益計算書 次の算定方法を用いて、支払いリース料を支払い利息と減価償却費に分類変更し、営業

費用（または売上原価と販売費および一般管理費）をそれに合わせて調整する。: 

» リース支払利息 = リース債務 x 発行体の格付に基づく中期金利（支払リース料を上限と

する） 

» リース減価償却費 = 支払リース料 –支払利息 

キャッシュフロー 

計算書 

減価償却費を営業キャッシュフローから設備投資に分類変更する。 

 

2010 年 8 月、世界的な会計基準のコンバージェンスに伴い、米国財務会計基準審議会

（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）は、オペレーティング・リース会計の変更を提案する類

似した内容の公開草案を発表した。この会計基準が採択され、報告と開示の詳細（特に
FASB と IASB が現在異なる提案をしている損益計算書とキャッシュフロー計算書での取り扱

い）が明らかになった時点で、ムーディーズはオペレーティング・リースに対する分析上の調

整手法をさらに変更することが適切かどうかを検討する。 

オフバランスのファイナンス・リース（日本企業会計基準） 

会計基準上の問題点 

日本企業会計基準では、一部のタイプのファイナンス・リース取引について、オペレーティン
グ・リース取引と同様、リース料の支払いに伴って費用計上することが認められている。企業は
支払リース料を損益計算書上のリース費用、キャッシュフロー計算書上の営業キャッシュフロ

ーとして計上している。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズはオフバランスのファイナンス・リースを、オペレーティング・リースに類似した債

務契約とみなす。  
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財務諸表の調整方法 

次表はオフバランスのファイナンス・リースの資産家に関するムーディーズの調整方法を示し
たものである。  

図表 7 

オフバランスのファイナンス・リースの標準的調整 

貸借対照表 貸借対照表上で、債務および固定資産を増額する。債務の金額は、注記に記載された未

経過リース料の現在価値に等しいと想定する。 

損益計算書 支払リース料を支払利息と減価償却に分類変更し、営業費用（または売上原価と販売費お

よび一般管理費）をそれに合わせて調整する。 

キャッシュフロー 

計算書 

リース減価償却を営業キャッシュフローから設備投資に分類変更する。 

資産化利息 

会計基準上の問題点 

ムーディーズは通常、企業の事業活動と財務活動を区分して分析したいと考える。このように
区分することによって、債務返済の主な原資を創出する事業活動の、より正確な姿を捉えるこ

とができる。 

一方、会計基準では事業活動と財務活動が区分されていないこともある。ひとつの例が資産
化利息で、GAAP も IFRS も、一定の状況下で利息費用を有形固定資産の取得価額に含め

て資産化することを求めている。企業が利息を資産化した会計年度には、企業が当該利息を
含めて費用計上した場合に比べ、固定資産、収益、営業キャッシュフローがいずれも増加す

る。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、資産化された利息を金融費用（支払利息）と考えているため、損益計算書上
に費用計上されているか貸借対照表上に資産計上されているかに関わらず、発生した全て
の支払利息を費用扱いしてインタレスト・カバレッジを分析する。そのため、貸借対照表と損益

計算書の調整が必要となる。 

財務諸表の調整方法 

次表は、資産化利息に対するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 8 

資産化利息の標準的調整 
貸借対照表 当期分の資産化利息額を有形固定資産の項目から控除し、繰延税金を調整し、損益計算書上

追加された支払利息額（税増額分は控除）を剰余金から差し引く。 

損益計算書 当期の資産化利息の額を支払利息に加算し、この支払利息に対応する税額を差し引く。 
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資産化開発費  

会計基準上の問題点 

IFRS では一定の要件を満たした製品開発費の資産化が義務付けられるが、米国企業会計

基準では同様の処理は認められない。開発中の製品が将来生み出す収益を評価する手法
は企業によって異なっており、その製品の収益力と見込まれる製品寿命に関する企業の判断
によって資産計上額が決まる。また、資産化は往々にして、比較的の短命に終わる無形資産
を創る。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、資産化された開発費を営業費用とみなしている。企業が損益計算書上の費
用として即時認識しているか、貸借対照表で償却資産と認識しているかに関わらず、収益性

の分析では全ての営業費用を考慮する。 

財務諸表の調整方法 

次表は、資産化開発費に対するムーディーズの調整方法を示したものである。  

図表 9 

資産化開発費に対する標準的調整 
貸借対照表 資産化開発費の累計額を無形資産から控除し、繰延税金を調整し、資産化開発費の累計

額（税引後）を剰余金から控除する。 

損益計算書 当期分の資産化開発費の額を営業費用に加算し、資産化開発費に関わる償却費（減損費

用を含む）を除去し、対応する法人税等費用を調整する。. 

キャッシュフロー 
計算書 

資産化開発費を、投資キャッシュフローから営業キャッシュフローに変更する。 

長期負債（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用  

会計基準上の問題点 

IFRS では、企業は有利子負債以外の一定の長期債務を現在価値に割り引き、割引額の回

復部分を支払利息に振り替えることが義務付けられている。この会計処理は、支払利息と有
利子負債の関係を歪め、インタレストカバレッジに影響を与える。また、企業間の比較、とりわ
け IFRS を採用する企業と、米国企業会計基準（企業は通常、有利子負債以外の債務の割

引計算の期間利息費用を利息費用として計上しない）を採用している企業の比較性を損ねる

結果を生む。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、割引額の回復部分として計上された利息費用を営業費用に区分変更する。
この区分変更によって、支払利息と債務の関係が維持され、純粋な利息費用のみに注目した
インタレストカバレッジが算定でき、企業間の比較可能性が高まる。例えば、米国企業会計基
準では一定の長期債務（FASB 143 に基づく退職債務など）は現在価値に割り引かれる。米国

企業会計基準では割引後の回復部分は営業費用として計上される。 
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財務諸表の調整方法 

次表は、割引計算による利息費用の区分変更に関するムーディーズの調整方法を示したも

のである。 

図表 10 

長期負債（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用の標準的調整 
貸借対照表 貸借対照表に対する調整は行わない。 

損益計算書 割引計算の期間利息費用を営業費用に加算し、同額を支払利息から減算する。 

キャッシュフロー 

計算書 

当該キャッシュフローは営業キャッシュフローとして計上されるため、キャッシュフロー計算書

に対する調整は行わない。 

ハイブリッド証券 

会計基準上の問題点 

ハイブリッド証券は、会計上、債務、株式、少数株主持ち分などとして計上されるが、債務と株
式の両方の特性をもっている。一部の証券については、経済的実体に応じて会計上とは異な
った分類が必要になる。例えば、一部の優先株は、債務としての重要な性質を持つにも関わ
らず 100%株式として分類されている。 

ムーディーズの分析上の対応 

ハイブリッド証券は、純粋な負債でも純粋な株式でもないため、ムーディーズは特定のハイブ
リッド証券を債務と株式の間に位置付ける。そして、証券の特性に応じて債務と株式のウエイ
トを決定し、それによって両者の間のどこに位置付けられるかを決める。その結果、例えば、
会計上は 100%株式に分類されているハイブリッド証券を、ムーディーズは 75%の債務性と

25%の株式性を有する証券として取り扱うことがある。ハイブリッド証券の分類に関するさらに

詳しい情報については、Hybrid Equity Credit, March 2015（ムーディーズ・ジャパン版「ハイブ

リッド証券のエクイティクレジット」2015 年 3 月）を参照されたい。 

貸借対照表上では、株式特性と債務特性のウエイトに応じてハイブリッド証券を分類する。 

図表 11 

バスケット 債務のウェイト 株式のウェイト 

A 100% 0% 

B 75% 25% 

C 50% 50% 

D 25% 75% 

E 0% 100% 

 

この考え方に基づいて、会計上では 100%負債、または 100%株式、あるいは少数株主持分

として分類されているものに対して、調整が必要になることが多い。一部のケースでは、株式

に分類する金額を制限する。  

また貸借対照表の分類に応じて、損益計算書にも支払利息または配当の調整を行う。例えば、
債券型証券の一部に「株式への類似性」があるとみられる場合、ムーディーズはその比率に
応じて支払利息を配当に分類し直す。逆に、株式型証券の一部に「債務への類似性」がある

とみられる場合、ムーディーズはその比率に応じて配当を支払利息に分類し直す。 
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ムーディーズは同様の考え方をキャッシュフロー計算書にも適用し、貸借対照表上の分類に
応じてキャッシュ・アウトフローを支払利息または配当として反映する。 

財務諸表の調整方法 

次表は、ハイブリッド証券に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 12 

債務に分類されているハイブリッド証券を株式に分類変更するための標準的調整 
貸借対照表 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、貸借対照表上で、負債に分類されていた

ハイブリッド証券を株式（優先株）に分類変更する。 

損益計算書 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、損益計算書上で、ハイブリッド証券の株式

部分の支払利息を優先配当に分類変更する。 

キャッシュフロー 
計算書 

ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、キャッシュフロー計算書上で、ハイブリッド

証券の株式部分の支払利息（営業キャッシュフロー）を優先配当（財務キャッシュフロー）に

分類変更する。 

 

図表 13 

株式に分類されているハイブリッド証券を債務に分類変更するための標準的調整 
貸借対照表 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、株式に分類されていたハイブリッド証券を

負債（劣後債）に分類変更する。 

損益計算書 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、ハイブリッド証券の債券部分の優先配当

を支払利息に分類変更する。 

キャッシュフロー 
計算書 

ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、ハイブリッド証券の債券部分の優先配当

（財務キャッシュフロー）を支払利息（営業キャッシュフロー）に分類変更する。 

証券化・ファクタリング取引 

会計基準上の問題点 

企業は、ファクターや証券化トラストへ受取債権の資産を譲渡した場合、売却として計上する
ことが多い。ほとんどの場合、資産譲渡の第一の目的は低コストでの現金調達である。こうした
取引を会計基準に従って売却として取り扱うと、企業間の財務諸表の比較ができなくなる。従
来の方法（必要運転資本を賄うためにリボルビング信用枠から資金を引き出すなど）で資金調
達を行う企業と、受取債権の売却により資金を調達する企業では、借入の経済性という点で
は極めて類似性が高いとみられるにも関わらず、財務諸表上は異なって見えることになる。受
取債権を売却すれば関連する負債が減少するため財務比率は一時的に改善するかもしれな
い。しかし、一般的に、受取債権の売却は発行体の信用リスクを低下させないとムーディーズ
は考えている。その理由は、関連する受取債権は通常、貸借対照表で最も質が高い資産で
あり、そのような資産を売却することは将来の財務の柔軟性を低下させるからである。また、受
取債権の売却を永遠に継続しない限り、発行体はいずれ現金の流出に直面する。受取債権
を売却すれば、企業の債権者には流動性が低く不確実な価値しか持たない資産が残される

ことになるため、予想貸倒損失が増加する可能性もある。 

ムーディーズの分析上の対応 

運転資本の価値によって現金を調達する場合、売却/証券化と担保付借入とでは、分析上の

違いはほとんどないとムーディーズはみている。そのため、ムーディーズの信用分析では、会
計処理の面で重要な要因になり得る法的な問題ではなく、短期的な恩恵と証券化取引が終
了した場合の長期的なリスクからみたキャッシュフローへの影響に重点を置く。ムーディーズ
は、標準的想定として証券化取引は継続しないと考え、受取債権（あるいはその他の資産）の
ファクタリングや証券化の取り消しが現金流出につながるとみられる場合、大抵はそのような
取引を信用分析上、担保付き借入と変わらないとみなし、財務諸表を調整する。 
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一部の発行体は、ファクタリング・証券化取引が多額に上る場合でも限定的な開示しか行わ
ない、あるいは開示しないことがある。債権の計上額が同業種・同地域の他社と比べて著しく
低い場合、その理由として未開示のファクタリング・証券化取引や、顧客との非標準的な支払
い条件交渉が考えられる。あるいは、事業の基本的な性質に存在する恒久的な相違を反映し
ているにすぎないという場合もある。ムーディーズは、債権計上額の差が事業の基本的な相
違を反映していると考えられる場合を除いて、債権を標準的な金額に調整すれば債務がどの
ように変化するかを推定し、公表する財務比率は変更せずに、その推定を格付のためのリス

ク分析で定性的に考慮することもある。 

そのような取引を担保付借入と見做さない稀な例外の一つが、規制対象の公益企業の暴風
災害復興債（storm recovery securitization bonds）である。これは、公益企業が暴風災害復興債

の発行により資金調達を行った後、その返済目的であることを明示した追加料金を顧客から
将来徴収できるというもので、この債券の発行を可能にする法案が既に成立していれば、調
整対象の例外となる。ムーディーズは、規制・法制面でサポートを受けるという点で、これらの
証券化取引は他の受取債権の証券化取引とは異なると考えている。監査済み財務諸表に負
債金額が記載されておらず、ムーディーズが財務諸表調整を行わない場合は、将来の料金
引き上げにおける柔軟性が潜在的に低下する、等の公益企業が受ける他の影響を引き続き

定性的に考慮する。 

財務諸表の調整方法 

スポンサーが財務諸表上は売却として報告する証券化取引に関するムーディーズの調整方
法を次表に示す。ムーディーズは、売却を負債として扱った方が、分析上より適切であると考

えている。 

図表 14 

証券化・ファクタリング取引に関する標準的調整 
貸借対照表 企業が証券化取引によって譲渡した資産の、未回収または未実現の期末残高を、貸借対

照表の負債として加算する。また対応する資産を同額分加算する。 

損益計算書 調整による債務増加分の支払利息を当該企業の短期借入金利で計算し、同額分、その他

費用を減算する。従って、この調整は純利益には影響を与えない。 

キャッシュフロー 

計算書 

取引に関わるキャッシュフローを、営業キャッシュフローから財務キャッシュフローに分類変

更する。 

» 最初の資産譲渡時に、そのキャッシュフローを営業キャッシュフローから財務キャッシュフ

ローに分類変更する。 

» その後の期間については、取引資産の未回収額または未実現額の期中増減額を分類

変更する。 
例えば、取引された債権の未回収額は、 

– 期初から期末にかけて増加した場合、その増加分を営業キャッシュフローから財

務キャッシュフローに分類変更する。 

– 期初から期末にかけて減少した場合、その減少分だけ営業キャッシュフローを増

額し、財務キャッシュフローを減額する。 
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後入先出法評価による棚卸資産  

会計基準上の問題点 

米国企業会計基準では、後入先出法（LIFO）による貸借対照表上の棚卸資産の評価方法は

選択できるが、国際会計基準など他の企業会計基準では認められていない。物価上昇時に
は、後入先出法では貸借対照表上の棚卸資産計上額が先入先出法（FIFO）による評価額、

再調達原価、市場価額より小さくなる。そのため、LIFO を採用している企業と、FIFO やその

他の方法を採用している企業の貸借対照表を直接比較することはできない。. 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、後入先出法による費用が先入先出法による費用より低い場合、後入先出法
を採用している企業の財務諸表の棚卸資産の評価額を、先入先出法に変えて調整する。こ
の調整により、これら 2 つの会計基準を用いる企業間の比較可能性が高まる。また、これによ

って棚卸資産の評価額がより直近のコストを反映したものになる。 

この調整は貸借対照表に対してのみ行い、損益計算書およびキャッシュフロー計算書の調整

は行わない。  

財務諸表の調整方法 

次表は、後入先出法で評価された棚卸資産に関するムーディーズの調整方法を示したもの

である。 

図表 15 

後入先出法（LIFO）により評価された棚卸資産についての標準的調整 
貸借対照表 LIFO による棚卸資産評価損失引当金の額だけ棚卸資産を増額し、対応する税効

果の分だけ繰延税金負債を増額し、剰余金を増額する。. 

損益計算書 調整は行わない。 

キャッシュフロー計算書 調整は行わない。 

運転資本調整前営業キャッシュフロー（FFO）の測定の整合性 

会計基準上の問題点 

IFRS を用いる企業は、キャッシュフロー計算書で営業キャッシュフローの報告を柔軟に行うこ

とができる。相違点は、(1)計算の始点（純利益、営業利益、税引前利益のいずれか）7、(2)利
息と税金のキャッシュ支払いを報告する方法と箇所、 (3)利払い費を報告する方法と箇所、で

ある。運転資本調整前営業キャッシュフロー（ムーディーズはこれを Funds from Operations; 
FFO と呼んでいる）は、（1）実際の法人税等支払額と当期の法人税等費用、および（2）純利

息支払額と純利息費用（資産化利息を含むが、借入以外の長期負債の割引に関連する利息

を除く）の差額をどこまで運転資本に含めるか、除外するかによって変わる。 

                                                                        
7  純利益がキャッシュフロー計算書の始点となっているように見えるが、純利息費用と法人税等費用が足し戻されていれ

ば、営業利益を始点とした場合と同じである。同様に、始点が純利益でも、法人税等費用が足し戻されていれば、税引

前利益を始点とした場合と変わらない。 
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ムーディーズの分析上の対応 

GAAP では、キャッシュフロー計算書の出発点として純利益を用いることが求められる。ムー

ディーズは、異なる会計制度の間で FFO の計算の整合性を図るには、営業キャッシュフロー

の調整が必要になると考えている。例えば、税引前利益を出発点としてキャッシュフロー計算
書の作成を行う企業の場合、当期の法人税等費用と法人税等支払額の差額を FFO の計算

にあたって、運転資本の計算に含める必要がある。また、営業利益を出発点としてキャッシュ
フロー計算書を作成する企業の場合、純利息費用額（資産化利息を含むが、借入以外の長
期負債の割引に関連する利息を除く）と純利息支払額の差額、および投機の法人税等費用
と実際の法人税等支払額との差額の両方を、FFO の計算にあたって、運転資本の計算に含

める必要がある。 

財務諸表の調整方法 

次表は、営業キャッシュフロー計算書の出発点に関わるムーディーズの調整方法を示したも

のである。 

図表 16 

FFO の計測の一貫性を確保するための標準的調整 
貸借対照表 調整は行わない。 

損益計算書 調整は行わない。 

キャッシュフロー 

計算書 

» キャッシュフロー計算書の出発点が税引前利益の場合、当期の法人税等税費
用と実際の法人税等支払い額の差額分、運転資本を調整する。 

» キャッシュフロー計算書の出発点が営業利益の場合、当期法人税等税費用と

実際の法人税等支払い額の差額、および純利息支払額と純利息費用（資産
化利息を含むが、借入以外の長期負債の割引に関連する利息を除く）の差額
分、運転資本を調整する。 

例外的・非経常的項目 

会計基準上の問題点 

財務諸表には通常、例外的・非経常的項目に関する完全な情報が含まれていない。企業は、
一部の非経常的な取引や事象の影響（非継続事業、特殊事項など）を別途開示しているが、
会計基準は、企業が十分かつ幅広い範囲の例外的・非経常的項目を財務諸表に開示するこ

とを義務付けておらず、あるいは許可していない。例として次のものが挙げられる。 

» 例外的に大きな額の取引（売上、費用、またはキャッシュフローを発生させるもの）で、経

営陣が予測しうる将来において再発することを想定していないもの。 

» 不動産の売却を滅多にに行わない企業による不動産売却などの取引。 

» 過去に発生したが、まもなく効果が消滅すると経営陣が考える取引（例えば、のれんの償

却による税務上の効果で償却期間が終わりに近い場合など）。 

例外的・非経常的項目の影響についての情報が不適切だと、財務数値の推移について誤っ
た認識を生じさせることがある。例えば、一度限りの大きな取引の影響を分離した分析がなさ
れなければ、企業の市場シェア、売上高、利益、営業キャッシュフローの推移について誤った
印象を与える可能性がある。 
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ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、例外的・非経常的な取引および事象の影響を損益計算書およびキャッシュ
フロー計算書上、分離して把握する。これによってムーディーズは、コア事業の実質的な推移
をより正確に捉えることができる。ムーディーズが用いる主要財務比率では、例外的・非経常

的とみなされる取引の影響を排除する。 

ムーディーズは、開示情報に加えて、事業分析や経営陣へのインタービューを通じ、例外的・
非経常的な取引・事象を特定する。また、経営陣との対話を通じて、重要な事項をムーディー
ズが認識し、その影響額を的確に把握していることを確認する。 

実務上の理由から、ムーディーズは通常、例外的・非経常的な項目について貸借対照表に
調整を加えない。ただし、例外的・非経常的な項目が貸借対照表に大きな影響を与える可能

性を検討し、必要に応じて調整を行う。 

財務諸表の調整方法 

次表は、例外的・非経常的項目に関するムーディーズの調整方法を示したものである。  

図表 17 

例外的・非経常的項目についての標準的調整 
貸借対照表 分析上、重要な場合は、貸借対照表に調整を加える。. 

損益計算書 例外的・非経常的な収益、利益、費用の影響額を特定し、その税効果後の純額を、損益計算

書の税引後利益の後に特殊項目として分類する。ムーディーズが用いる主要財務指標の計

算には、特殊項目と認識されたものは含めない。 

キャッシュフロー 

計算書 

例外的・非経常的な項目によるキャッシュフロー影響額を、営業キャッシュフローの中の特別

な項目として分類する。ムーディーズが主要財務指標の計算に用いるキャッシュフローには、

この特別な項目は含めない。 

非標準的調整  

標準的調整に加え、ムーディーズは、経済的実体をより的確に反映し、他社との比較可能性
を高めるために、財務諸表に非標準的な調整を行うこともある。非標準的調整には分析上の
判断が多分に織り込まれることが多い。これらの調整は標準的調整ほど適用範囲が広くなく、
ムーディーズの格付対象の企業全体に与える影響は小さい。例えば、ムーディーズは、信用
分析においてより適切と考える予測や仮定に基づいて財務諸表を調整する場合がある。また、
ムーディーズの分析に影響を与える分野における特定の国や地域の会計基準の解釈が異な

る場合も非標準的調整を行うことがある。 

ムーディーズは、開示情報に基づいて標準的調整と非標準的調整に必要な数値を計算する。
非開示情報を定性的な手法で格付プロセスに織り込むこともあるが、ムーディーズが公表でき

る分析は開示情報に基づくものに限られる。 

次に非標準的調整の例をいくつか挙げる。  

「公正価値オプション」の選択に基づき債務を公正価値で計上：米国企業会計基準および
IFRS では公正価値オプションがあり、企業は金融商品ごとに、一定の金融資産・債務の公正

価値での評価方法を選択できる。企業が自社の債務に対してこのオプションを選択した場合、
ムーディーズは債務を、貸借対照表上で公正価値から償却原価（または額面価額）に調整し、
債務の公正価値の変化に関わる損益を損益計算書上で調整する。ヘッジ会計（債務の定期
的な再評価が必要）や、債務の割引と発行費用との相殺も、債務を公正価値以外の金額で

計上する一般的な理由である。 



 

  

20 DECEMBER 28, 2015 クロスセクター格付手法：事業会社の分析における財務諸表の調整 
 

CREDIT POLICY 

損益計算書で報告されるその他の退職後給付（OPEB）債務の市場価値の変動：OPEB の市

場価値の変動を損益計算書に毎期計上するという会計方針を採用している企業は、期によっ
て損益が大きく変動する可能性がある。ムーディーズの年金に関する標準的調整により、市
場価値の変動の影響は営業利益、EBIT、EBITDA から除去される。企業が多額の OPEB 債

務も抱えている場合、年金債務の市場価値変動の影響と同様、OPEB 債務の市場価値変動

の影響も損益計算書に反映されることがある。 
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関連リサーチ 

格付手法：  

» Hybrid Equity Credit, March 2015 （ムーディーズ・ジャパン版「ハイブリッド証券のエクイ

ティクレジット」2015 年 3 月） 

» Financial Statement Adjustments in the Analysis of Financial Institutions, June 2015 （ムーデ

ィーズ・ジャパン版「金融機関の分析における財務諸表調整手法」2015 年 7 月） 

意見募集: 

» Proposed Updates to Standard Adjustments in the Analysis of Companies’ Financial 
Statements, April 2015 （ムーディーズ・ジャパン版「企業の財務諸表分析におけるグロー

バルな標準的調整を更新する提案」2015 年 4 月） 

スペシャル・コメント: 

» Multiemployer Pension Funding Levels Remain Relatively Unchanged, September 2014 
(174669) 
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付録 – オペレーティング・リースのセクター係数 

セクター  リース係数 

航空宇宙・防衛  3 

アルコール飲料  3 
 アパレル  4 

資産運用  6 

自動車メーカー  3 

自動車部品  3 

放送・広告関連  4 

建材  3 

ビジネスサービス  3 

化学  3 

通信機器  3 

通信インフラ  5 

建設  3 

消費者向け耐久財  3 

家電  3 

消費者サービス  4 

流通・サプライチェーンサービス  3 

発電・送電  3 

環境サービス・廃棄物管理  3 

機器・輸送機関レンタル  3 

金融会社  3 

ゲーム  4 

一般プロジェクト・ファイナンス  6 

政府運営鉄道網  3 

医療サービス  4 

住宅建築・不動産開発  3 

独立系探鉱・生産  4 

保険ブローカレッジ  4 

保険  4 

総合石油・ガス  3 

投資持株会社  3 

多角化メディア  4 

宿泊・クルーズ  5 

製造業  3 

医療製品・機器  3 

中流エネルギー  3 

鉱業  3 

天然ガスパイプライン  6 

油田サービス  3 
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セクター  リース係数 

加工消費財  3 

包装  3 

紙・林業製品  3 

旅客航空  5 

旅客鉄道  3 

ケーブルテレビ・DTH  衛星放送  3 

医薬品  3 

郵便・即配  3 

民間運営空港・関連発行体  6 

民間運営港湾  6 

民間運営有料道路  3 

たんぱく質・農業  3 

出版  4 

石油精製・販売  3 

規制電力・ガスネットワーク  4 

規制電力・ガス  4 

規制水道  3 

REIT・その他商業用不動産  4 

外食  6 

小売  5 

証券会社  5 

半導体  3 

海運  3 

ソフトドリンク  3 

ソフトウェア  3 

鉄鋼  3 

陸上輸送・流通  3 

テクノロジーハードウェア  3 

テクノロジーサービス  3 

通信  3 

タバコ  3 

商社  3 

規制対象外電力  6 

規制対象外公益事業  6 

 

                                             

 

 



 

  

24 DECEMBER 28, 2015 クロスセクター格付手法：事業会社の分析における財務諸表の調整 
 

CREDIT POLICY 

ムーディーズ・ジャパン株式会社 

〒105-6220 

東京都港区愛宕 2 丁目 5-1 

愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 20F 

 

 

 

 

 

Report Number:  186807 (Japanese)  
186828 (English) 

著者 
Suzanne Wingo 
Kevyn Dillow 

プロダクション・アソシエイト 

高瀬 美紀 

  

 

著作権表示(C)2015 年 Moody' s Corporation、Moody's Investors Service, Inc.、Moody’s Analytics, Inc. 並びに（又は）これらの者のライセンサー及び関連会社（以下、総称して「ムーディーズ」といい
ます）。無断複写・転載を禁じます。 

Moody's Investors Service, Inc.及び信用格付を行う関連会社（以下「MIS」といいます）により付与される信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リス
クについての、ムーディーズの現時点での意見です。ムーディーズが発行する信用格付及び調査刊行物（以下「ムーディーズの刊行物」といいます）は、事業体、与信契約、債務又は債務

類似証券の相対的な将来の信用リスクについてのムーディーズの現時点での意見を含むことがあります。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行で
きないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性及びその他のリスク

について言及するものではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物に含まれているムーディーズの意見は、現在又は過去の事実を示すものではありません。ムーディーズの刊行
物はまた、定量的モデルに基づく信用リスクの評価及び Moody’s Analytics, Inc.が公表する関連意見又は解説を含むことがあります。信用格付及びムーディーズの刊行物は、投資又は財

務に関する助言を構成又は提供するものではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するものではありません。信用格付及びムー
ディーズの刊行物はいずれも、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。ムーディーズは、投資家が、相当の注意をもって、購入、保有又は売却を検

討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用格付を付与し、ムーディーズの刊行物を発行します。 

ムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が何らかの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
行物を考慮することは、慎重を欠く行為です。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ご相談することを推奨します。 

ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手段によっても、全部か一部かを問わずこれらの情報を、ムーディ

ーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管すること
はできません。 

ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムー
ディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことなく「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源が

ムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムー
ディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で又はムーディーズの刊行物の作成に際して受領した情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。 

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、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。 
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