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2

ムーディーズ・アナリティックスは、ムーディーズ・ブラ
ンドに対し、信用格付を超えたさらなる付加価値を提供し
ています。

信用格付に関する意見や分析、信用リスクの計量・管理ツールの

世界的なリーディング・プロバイダ

約100年の歴史を持つ、信用
格付に関する意見および関連

情報の独立プロバイダ

金融リスク管理のためのリサーチ、
データ、ソフトウェアおよびそれらに関

連した専門サービスのプロバイダ

クレジット・リサーチ
およびリスク計量

ストラクチャード分析
および評価

エンタープライズリスク・
ソリューション

アウトソーシング・
ソリューション

トレーニングおよび
資格認定

経済分析および
コンシューマー・ク

レジット分析

5つの専門分野
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日本語サイトの概要1
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Credit View–Fundamentalのサービス内容
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グローバルサイトから日本語サイトへアクセス

https://www.moodys.com/ にアクセスし、画面右下Regional Sites（国別ウェブサイト）
のプルダウンの中からJapanを選択
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ログイン情報を忘れた場合

既にグローバルサイトのユーザーネーム・パスワードをお持ちの方は、同じログイン情報をご利用下さい。
ログイン情報がご不明な場合には、ウェブサイト上にて、再取得することが可能です。

こちらをクリック

ユーザー名を入力し送信

Email を入力し送信

ご登録先のEmailへパスワード
再設定の案内が届きます。
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パスワード再設定のメール詳細

任意のパスワードを設定し
Submitで確定。

リンクをクリックしパス
ワードの再設定画面へ移動

clientservices@moodys.com より
メールが届きます。
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優先言語の設定

メール・アラートとの関係

優先言語を日本語に設定した場合、日本
語のレポートがリリースされると、ご登録
先のＥｍａｉｌに通知が入ります。

※弊社アナリストはレポートを英語で作成
するため、優先言語に関わらず、英語版
がリリースされた場合、通知が入ります。

※本設定が他の言語に設定している場合、
日本版がリリースされても、通知が届きま
せん。

優先言語を日本語に設定

日本語版のレポートがある場合、

レポート検索結果一覧には、日本語レポート
がトップに表示されます。他言語のレポートは
より 取得できます。

ウェブサイトトップページ右上
「ユーザー・プロフィール」

より優先言語設定ができます。
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ご契約内容によりインターフェース上のレポート表示が異
なります

優先言語を「日本語」に設定した場合、
ご契約内容により、見え方が異なります。
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トップページ

企業名、ティッカー、銘柄Identifier から
発行体・債券情報へアクセス

お客様自身の
ポートフォリオ作成

Ｅメールアラート設定

登録ユーザー向け詳細
コンテンツへのリンク

全レポート種類の表示タブ イベント情報

格付に関する基本情報タブ
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発行体情報ページ 発行体に関する様々なクレジット関連情報を
集約して表示する機能です。

最新リサーチ、クレジットオピニオン、格付推移チャート、マーケットシグナル、主要財務指標、業界レポート等を一括表示

より詳細な情報をタブ別に表示

発行体に関するレポートを表示

アナリスト情報を表示

日本語・英語の全コンテンツを同一画面上で表示



13Moody’s CreditView Japan

発行体に関するレポートを種類別に検索

発行体に関するレポートをレポート
種別に分けて検索できます。

発行体、業界、関連会社、格付手
法の各レポート閲覧が可能です。

レポート横のアイコン をクリックすると、
他の言語に翻訳されたレポートを取得する
ことができます。

発行体に関する様々なレポートを検索するこ
とが容易になりました。

注） 日本語のレポート
は、約３年分まで遡って、
ご取得いただけます。
それ以前の和訳版をお
探しの際は、リクエスト
ベースで承っております。
該当レポートの和訳版
が存在する際には、別
途ご提供して参ります。
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発行体の格付情報を一括表示

Excelへダウンロードできます。

格付種別、債券一覧、発行体見通しを確認できます。

格付推移をチャートで確認できます。

格付アクションの履歴を確認できます。

発行体の格付情報を一括表示し、必要な情
報を容易に入手することができます。
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月次・年次のデフォルト率・回収率の分析レポート

「レポートと格付情報」のタブから「デフォルトと格付の
分析」を選択していただくと、関連レポートが全て表示
されます。

デフォルト率、回収率、格付
遷移に関する様々なレポート
を一覧で表示します。

デフォルト率レポートは、事業会社（金融機関含む）、
ソブリン、地方公共団体、ストラクチャード・ファイナン
ス、インフラストラクチャー・ファイナンス等の分野ごと
に公表しています
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ムーディーズ主催イベント情報の入手

過去のイベントの内容を確認できます。

今後のイベントを確認し、参加登録
をすることができます。

セミナー

コンファレンスやブリーフィ
ングを通じて、最新ニュース
やリサーチ概略をご説明いた
します。

テレコンファレンス

電話会議を通じて、最新
ニュースやリサーチ概略をご
説明いたします。

ウェブキャスト

インターネット経由にて、最
新ニュースやリサーチ概略を
ご説明いたします。

国内外のイベント情報を実施前、実施済み
のものを含めて、容易に検索できます。

「ニュース・イベント」タ
ブより「イベント」ページ
へ移動
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マイポートフォリオ／銘柄登録機能 モニターしたい銘柄をポート
フォリオとして登録・保存する
機能です。
本機能は英語表記となります。

モニターしたい銘柄をポートフォリ
オとして登録できます。銘柄名や
Identifierの入力、ExcelやCSVによる
アップロードが可能です。

マイポートフォリオに登録された銘柄が表示されます。銘柄
名をクリックすると、各銘柄の詳細情報ページを表示します。

ポートフォリオの格付分布、各銘柄の
リサーチ、格付アクションなどを表示
します。

ポートフォリオの各銘柄のマーケット・
インプライド格付情報を表示します。

作成したポートフォリオを

部内のユーザーと共有できます。

ポートフォリオ内の銘柄に対する
レポートのリリースに対し、
アラート設定ができます。
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発行体・銘柄の登録方法（個別毎）

発行体名やIdentifiersを入力すると、
Step2 に候補の銘柄が表示されます。

発行体 / 債券毎か選択

左記より対象の銘柄を選択する
とStep 3 に反映します。
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発行体・銘柄の登録方法（一括登録）

1. Browseをクリックし
任意で作成したIdentifier Listを選択

2. Uploadをクリックすると
該当の銘柄が表示

3. Portfolioとして登録



20Moody’s CreditView Japan

作成したマイポートフォリオの編集

アラート設定

シェア

エクスポート

コピー削除

Remove Namesよりポートフォリオ内の

銘柄の削除・追加ができます。
編集
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ポートフォリオ機能を使った債券別の格付一覧の表示

登録した銘柄に対する格付ヒストリー、レポートの
有無を瞬時にご確認いただけます。

エクスポート

Portfolio details を
表示します。

債券レベルのポートフォリオを
作成し指定します。

Standard Views: リアルタイムの格付情報を取得できます。
Rating Activities View: 過去に遡って格付情報を取得できます。
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Ｅメール・アラート機能

より詳細に、カスタムアラートを設定す
ることができます。

レポート種類ごとにＥメール・アラートを
設定することができます。 カスタムアラートでは関心のあるトピッ

クを具体的に選ぶことができます。

必要な情報が公表されたタイミングでEメール
による連絡を受けられる機能です。
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Ｅメール・アラート機能【ポートフォリオ・アラート】

該当のポートフォリオを選択

格付アクションレポートのみ
or  全てのレポート
or  一時的に設定を解除

アラートタイミングの設定

各Implied Ratingとの
ノッチ差、格付変化で
アラート設定が可能

あらかじめ設定したポートフォリオに
アラートをかけることができます。
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Ｅメール・アラート機能【カスタム・アラート】

特定の条件に対し、アラート設定
が可能です。

任意の名前を設定

新規アラート作成

作成したアラートの頻度を選択

アラート頻度を
日次・週次を選択
した場合、時間と

曜日をご選択いただ
けます。
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フィナンシャル・メトリクス
（銀行）2
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データ・カバレッジ

2006年FY（日本の場合2007年3月期）以降のデータ取得が可能。

年次、四半期または半期のデータ（公表ベース）をご選択いただけます。

ムーディーズのグローバル銀行格付手法に則り、格付付与されている銀行が対象。保
険会社、証券会社などの金融機関は含まれません。

財務データ公表後、2～3営業日でデータを更新。
（Moody’s 調整後のレポートは10営業日程）

2,000以上のデータポイント（勘定科目、財務比率）を組み合わせた
レポート作成が可能。

データセット基準

例）

2013年1月1日 ～ 6月29日=> 2012年度
2013年6月30日～12月31日=> 2013年度

発行体数 ( 2013年12月現在 )

グローバル 米国 EMEA Asia-Pacific
(日本を除く）

日本

2,040 780 950 275 35
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リサーチ・サービスの追加機能として

クレジット・オピニオンレポートと
併用し、アナリストの分析結果と

その根拠を実際にご覧頂けるサービス。
アナリストとのディスカッションも可能。

グローバルで比較が可能なデータ

ムーディーズの標準的調整手法に
基づいて調整されたデータをご提供。
国・地域や会計基準ごとの財務諸表の

比較可能性を高めています。

データの正確性

実際にアナリストが格付付与の際に
使用しているデータ・セットをご提供。

ユーザー・フレンドリーな
インターフェイス

直観的で使いやすいインターフェイス。
2000以上のデータ・ポイントを組み合わせ、
簡単にかつ効率的にレポートの作成が可能。

Banking FM の特徴
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クレジット・オピニオンと財務データを
相互に確認でき、分析根拠が明確です Problem Loans

破綻先債権額
+ 延滞債権額

+ 3ヶ月以上延滞及び
貸出条件緩和債権 の合計

クレジット・オピニオンの抜粋
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P/L、B/S、主要指標などの
データ種類を選択表示します。

As Adjustedを選択すると、
ムーディーズが格付分析に使
用している標準フォーマットで
統一された財務情報を表示し
ます。

銀行のページから「財務データ」を選択
すると、各種データが表示されます。

全ての財務諸表を
一括でエクセルに
落とせます。

財務データの定義を取得できます。

比較する発行体、財務データを
カスタマイズしたレポートの作成
が可能です。

各種財務レポートへアクセス
ムーディーズ格付を付与されている世界
の銀行の財務データをご提供します。
（2013年末時点で約2,000社をカバー）
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Walkforward Report にて調整内容の詳細を明らかにしています

Excelへダウンロード

標準的/非標準的に
よる調整内容を確認

調整前と調整後を並べて比較

Fiscal Year: 2006年度以降より取得可能
Statements: 年次 / 半期or 四半期
Currency: 各国の通貨にて対応
Scale: Units/Thousands/Millions/Billions
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Peer Comparison機能１-
Key Indicators Peer Comparison

Key indicators
格付の決定要因と
なる財務比率

発行体のグラフアイコンをクリックし、
上記チャートへ表示できます。

比較したい財務指標を
選択します。

比較したい会計年度を
選択します。

調整前・調整後の
データを選択

チャートをダウンロード

Excelへ

比較する銀行の財務データをチャートで
表示します。ポートフォリオの場合には
平均とメディアンを示します。

ムーディーズ格付を付与されてい
る世界の銀行の財務データを相互
に比較する機能です。
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Peer Comparison機能 2 
– Custom Peer Report ＜銀行の選定＞

任意の発行体を検索入力し選択

ポートフォリオより選択

ポートフォリオより選択 財務データを選択する画面へ

ポートフォリオを選択すると
ポートフォリオ内の発行体が
表示されるフィールド

選択した発行体が
追加されるフィールド

⇒
⇒

Single Account（勘定科目ごとの比較）選択⇒2006年以降のデータを年次で比較
Single Period（会計年度ごとの比較）選択⇒選んだ勘定科目全てを会計年度ごとに比較
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Peer Comparison機能 2
– Custom Peer Report ＜財務データの選定＞

各財務レポートを選択

財務データを選択

追加・削除の操作

表示方法を選択
（財務項目ごと/会計年度ごと）

表示項目として選択可能
Median/Mean/Standard Deviation

選択した発行体が
追加されるフィールド
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Peer Comparison機能 3 
- Financial Data Search <財務データの数値を絞る>

財務レポートを選定

会計年度/ 単位/ 調整前・調整後レポートの選定

追加・削除の操作

選択した財務データが
追加されるフィールド

絞込みの発行体数

各財務項目を
具体的な数値の入力

または
グラフ上にて絞込み
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Peer Comparison機能 3 
- Financial Data Search <格付・地域で絞る>

絞込みの発行体数

スクリーニング結果

地域、国の選択

格付等級や見通しを選択

長期/ 短期格付
銀行財務格付
見直し中 等々
複数の選択が可能
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フィナンシャル・メトリクス
（事業会社）3
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フィナンシャル・メトリクス（事業会社）のカバレッジ数

注）年数は格付付与先を対象とします。

上記カバレッジ数は、最新の財務データが取得できる先を対象としております。

3000以上の事業会社の財務データをご提供
ASX 100, ハンセンIndex, 日経225 で
上場している事業会社を基本的にカバー
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Financial Metrics アクセス方法

各発行体の オーバービュータブの
主要指標 (Key Indicators) 内の
リンクよりアクセスできます。

事業会社の財務データは
別のインターフェースにて
ご提供しております。
（英語表記）
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財務データ及び財務比率

Adjusted Data（調整後財務データ）

対象となる組織の財務基盤を分析に反映させるため

アナリストによる調整財務データ
（GAAP、IFRSの差異が調整）

Adjustment Details （調整内容）

Adjusted Data（アナリストの調整後データ）の

プロセスを開示。公表財務データとの対比

As Reported Data（公表財務データ）

一般公表財務データとグローバルに比較可能調整後の

財務データ

各種信用比率

全体対象企業について、80以上の財務比率に基づき

財務状況を算出

Moody’sアナリストが実際の格付分析
過程で使用している財務データセット

公表ベースの
財務データ

調整後財務
データ

調整内容

過去5年間の通期、半期、四半期データ

Peer Group Median

Peer Group List の取得

情報をエクセルに
おとせます。
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財務データ‘Adjustment Worksheet’
各財務諸表の調整に使用した
ワークシートの詳細を閲覧

根拠となる財務諸表の注記を
明示した詳細な入力内容

計算過程を遡り、調整内容を

再現する式を表示

借方・貸方の相殺：調整済み

貸借対照表
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財務パフォーマンスのモニタリング

同業他社等の財務データを抽出
することで効率的に数多くの
企業を分析することが可能です。

業界・地域・格付クラス・
財務データをフィルタリン
グし対象を抽出できます。
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格付委員会レポート
業界格付手法別
スコアーカード

プロジェクションツール

Credit View上の基本的なファイナンシャル・メトリクスの機能

公表財務データ
アナリスト調整後

財務データ

調整後データの
詳細及び

ワークシート

ポートフォリオ作
成及び他ユーザと

のシェア
同業他社比較

アドバンストクエリ－

（国、格付、財務データなど
をキーにしてレポート作成）

ファイナンシャル・メトリクスのCorporate ADD-ON

Corporate Add-on機能：信用力分析を強化する
様々な機能をご活用できます。

＆

本サービスのご利用には
別途ご契約が必要となります。

• 業種別の格付要因をツールを使用し
理解することができます。

• 各レシオや財務データの格付要因の
ファクター・マッピングを公開して
います。

• 将来の財務状況、収益をプロジェクション
シート上で予測できます。

• M&Aの評価や暫定的な分析を行えます。

• 複数のシナリオを設定して将来の予測を
行えます。

格付委員会で用いる財務情報
パッケージを公開しています。
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業界格付手法別 格付スコアーカード
ムーディーズ格付のスコアカード詳細
をエクセルで確認できるアドオン機能
です。

対象企業をドロップダ
ウン・メニューから選
択します。

対象業種を選択し、格付スコアカー
ドをエクセルで起動させます。

現在の格付を確認します。

格付スコアカード（格付要因、定量値、ウェイト、スコア）が表示されます。
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マーケット・インプライド・レーテ
ィング4
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マーケット・インプライド・レーティングのカバレッジ数

地域
Moody's発行体

（同等）格付

債券
インプライド・
レーティング

CDS
インプライド・
レーティング

EDF
インプライド・
レーティング

ローンCDS
インプライド・
レーティング

北米 2212 1834 575 1202 97

欧州 1140 905 385 409 6

アジア（日本を除く） 447 244 158 242 1

日本 138 72 80 99 0

アフリカ 21 10 5 11 0

中東 85 30 30 57 0

ラテン・カリブ諸国 384 309 55 115 0

合計 4427 3404 1288 2135 104

＜2014年4月時点＞

対象はムーディーズが格付
している企業が対象です。
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1. 短期の倒産予想に必ずしも適した指標ではない（格付の見直しタイミン
グ等）

2. マーケットのもつ信用情報をすべて取り込んでいるものではない
（CDSスプレッド、株価など）

しかし、発行体格付のみに頼ることには以下のようなリスクがあります

債券市場CDS市場 株式市場
ムーディーズのマーケッ
ト・インプライド・レー
ティングは市場が示唆す
る発行体の信用格付を
日次で提供します

Bond-Implied 
Rating

CDS-Implied 
Rating

EDF-Implied 
Rating

ムーディーズのマーケット・インプライド・レーティング

信用格付は発行体の「長期安定的な信用力を測る指標」
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個社のマーケット・インプライド格付（ＭＩＲ）を取得

債券、CDS、EDF（株価）の各市場価

格に内包されたクレジット・リスクを
格付シンボルにてご提供するサービス
です。

マーケットシグナル・タブにてよ
り詳細な情報やチャートへアクセ
スできます。

ＥＤＦ情報も参照することがで
きます。

マーケット・インプライド格付に関連する各種
のチャートを参照することができます。

対象企業のマーケット・インプラ
イド格付の情報をチャート表示し
ます。

債券、CDS、EDFが内包す
る格付水準を表示します。



48Moody’s CreditView Japan

【例（武富士）： 格付とマーケット・インプライド・レーティングの比較】

シニア無担保格付

格付アクションの予測や企業の信用
力の悪化を早期に捉えるアーリー・
ウォーニング指標として活用されて
います。

市場が発するシグナ
ルは信用力の悪化を
早期に捉えていまし
た。

EDF

ムーディーズ・アナリ
ティックスのEDFを併用す

るとデフォルト率の水準で
企業の信用力の悪化を早期
に捉えられます。

【例（AMRコーポレーション）： 格付とEDFの比較】

マーケット・インプライド・レーティング（ＭＩＲ）は現
時点のマーケットの見通しを反映してダイナミックに変化
⇒格付による信用リスク管理を補完する指標として活用可能
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3つの指標はそれぞれ異なる市場からの発行体の信用力に係る
シグナルです。各指標の特徴を理解し、利用目的に即した活用
方法をお勧めします。

注）

債券・CDSのスプレッドは、スプレッドと格付のマッピング表（日次更新）を使用して対応する格付に変換されます。

EDFは、EDFと格付のマッピング表（月次更新）を使用して対応する格付に変換されます。

Bond-Implied Ratingを算出する際に採用される債券には一定の基準があります。

CDS-Implied 
Rating

発行体の5年物CDSのスプレッ
ドに基づく格付

・ CDSスプレッドには参照債

務の信用事由に係るカウンター
パーティリスク等が内在してい
るため、デフォルト時に予想さ
れる損失を反映した発行体の信
用力の指標として活用されてい
ます。

・ ムーディーズの格付との比
較に活用されています。

EDF-Implied Rating
ムーディーズ・アナリティックスの発行体のEDF
（株価ベースのデフォルト確率）に基づく格付

EDFは発行体全体のデフォルト確率を測る指標であ

るため、発行体のデフォルト・リスクを評価する際
に他の指標より有効に活用されています。

デフォルト・リ
スクの分析に
は・・・

Bond-Implied Rating
発行体の債券のスプレッドに基づく格付

個別債券の債務格付と比較可能です。債券の満期ま
でに格付会社がそれに対するリスク評価を変更する
可能性について検討する際に活用されています。個別債券の分析

には・・・

格付アクション予測には・・・
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格付アクションの予測にはCDS市場から示唆されるCDS-
Implied Ratingが活用されています。

【Bond-Implied Ratingの分布】【CDS-Implied Ratingの分布】

【EDF-Implied Ratingの分布】

金融機関の場合は、発行
体全体のデフォルトリス
クと比較して他のマー
ケットのスプレッドが相
対的に低い場合が多く、
格付との格差が大きい場
合がみられます。

注） チャートデータはマーケット・インプライド・レーティング内の日本の金融機関のみを表示しています。

発行体の債券の割高・割
安を判断する指標として
有効に活用されていま
す。 CDS-Implied Rating
との比較により、レラ
ティブ・バリューによる
投資機会（ベーシス・ト
レード等）の分析に活用
されています。

割安

割高

CDS市場は信用リスクそのものが取引対象で

あり、発行体の信用力を評価するのに有効で
す。CDS-Implied Ratingは比較的45度線上に

並びます。そのため、格付アクション予測の
業務において発行体格付とのギャップが発行
体の信用力変化を表すシグナルとして有効に
活用されています。

ネガティブ・
ギャップ

ポジティブ・
ギャップ



51Moody’s CreditView Japan

ＣＤＳ・債券のスプレッド中央値を日次でご提供

CDSは地域・セクター別（事業会社または金融機関）

債券は満期・デュレーション・セクター別の
スプレッド中央値を日次でご提供しています。

ヒストリカルデータを一括で
エクセルにおとせます。

CDS => グローバル：2001～/地域別：2006～
債券 => グローバル/地域別：1999～
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ムーディーズ格付とインプライド格付（MIR）のギャップ分析

分析対象としたいMIR
（債券、CDS、EDF）を
選択します。

分析対象としたい対
象範囲、地域を選択
します。

ギャップ
のノッチ
差を色で
示しま
す。

欧州の銀行業界では平均
6ノッチの差異が生じて
いることが分かります。

各業種別に市場評価と
ムーディーズ格付の平均
ギャップを一覧すること
ができます。

債券、CDS、EDF（株価）の各市場価

格に内包された格付とムーディーズ格
付とのギャップを分析する機能です。
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Transition Matrices：過去データより格付遷移の特徴を捉える
ことができます。格付アクションの予測に活用されています。

ネガティブ・ギャップが大きい場
合、発行体の格付が格下げされる
可能性も高くなる場合がありま
す。

チャート機能には格付遷移の実績
データが豊富に含まれており、
ムーディーズの統計的なデータは
格付アクション予測に活用されて
います。

CDS-Implied Rating

ムーディーズの格付
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コベナンツ・スコア比較ツール

セクタ－、地域、国、格
付水準、債券発行の期間
等により、絞り込みがで
きます。

発行体ごとにコベナンツ・スコ
アの値と内訳を表示します。

ハイイールド企業のコベナンツの
強度をスコア化した指標を調査で
きるツールです。

推移チャートも確認できます。



moodysanalytics.com

弊社リサーチサービスについては詳しい内容をお知りになりたい方は、弊社の営
業担当者あるいは下記クライアント・デスクまでお問い合わせ下さい。

東京クライアント・デスク：03-5408-4100

Email：clientservices.japan@moodys.com



著作権表示(C)2015年ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社及び（又は）同社のライセンサー
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.（以下「MIS」といいます）及び関連会社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。

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MIS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、
MIS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MIS
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
"Shareholder Relations-Corporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、
掲載されます。

オーストラリアについてのみ：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顧客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。リテール顧客が、ムーディーズの信用格付に基づいて投資
判断をするのは危険です。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。

Moody’s Capital Markets Research, Inc.が発行する刊行物についてのみ：

このリサーチレポートに含まれる記述は、Moody’s Capital Markets Research, Inc.の意見並びにこのレポー
トの発行時点で著者が入手可能であったデータ及び情報のみに基づくものです。予測結果が実際に起こると
いう保証はありません。また、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

いかなる発行者も、このレポートにおける分析を、このレポートの発行前に入手することはできません。

投資判断を行うにあたっては、投資家において、追加的な情報源を使用し、ご自身の投資アドバイザーにご
相談ください。証券への投資には、投資収益の変動の可能性及び元本割れを含む一定のリスクを伴います。
債券への投資には、利率の変動及び信用リスクを含む追加的なリスクがあります。

Moody’s Capital Markets Research, Inc.は、MCOの子会社です。Moody’s Capital Markets Research, Inc.の
関連会社かつMCOの子会社であるMoody’s Analytics, Inc.は、企業及び金融市場参加者に対し、幅広いリサー
チ及び分析に係る商品並びにサービスを提供しています。Moody’s Analytics, Inc.の顧客には、このレポート
で述べられる会社が含まれることがあります。利益相反が存在する可能性があること、及び貴殿が行う投資
判断は貴殿自身の責任においてなされるものであることにご留意ください。Moody’s Analyticsのロゴは、
マーケティング目的においてのみ、Moody’s Capital Markets Research, Inc.の特定の商品上で使用されます。
Moody’s Analytics, Inc.は、Moody’s Capital Markets Research, Inc.とは別の会社です。

moodysanalytics.com


