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日本における証券化商品のインペア

メントの定義を国際的な基準と一致さ

せる提案 
Moody’s Proposes to Align Structured 
Finance Impairment Definition in Japan 
with International Standards 
 

ムーディーズ・ジャパン株式会社は、証券化商品に関して日本で用いている経
済的損害（以下「インペアメント」）の定義を、ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビスが他の全ての地域で適用している定義と一致させることを提案する。国際的
な定義では、裏付資産のパフォーマンスの低下あるいは取引関係者の義務不
履行により、あらかじめ定められた期日どおりの利息または配当の支払い（以下、
あわせて「利息」）が中断された場合、たとえ支払遅延が案件契約上許容されて
いる場合であっても、証券化商品にインペアメントが発生したとみなされる。イン
ペアメント状態の証券の格付は、投資家の期待損失、すなわち当初予定されて
いた支払いと、実際に事後的に受領した額の差異を、証券のクーポン・レートで
インペアメントが発生した時点まで割り引いて算出した水準に応じたものとなる。
日本の証券化商品で利息の不払いが発生した場合、国際的な定義が採用され
るまでは、支払繰り延べに対する補償が受けられないとしても、払われなかった
金額を案件の期間中に全額受け取ることができるのであれば、インペアメントに

は該当しないとされていた。 

ムーディーズの格付は、インペアメントの可能性と、インペアメントの結果投資家
が被ると考えられる金銭的損失を反映している。従って、ここで提案するインペ
アメントの定義の変更は、日本の一部の証券化商品に格付上影響を及ぼす。特
に日本には、裏付資産のパフォーマンスが一定のトリガー水準を下回った場合、
裏付資産からのキャッシュフローが全額シニア債務の支払いに振り向けられるよ
うなストラクチャリングが一部の案件において見られる。シニア・クラスへの支払い
が全額完了するまでメザニン・クラスへの支払いがなされないこともあるため、支
払再開までに何年も要するケースもある。また、流動性カバレッジ不足を理由と
して利払いが停止されるストラクチャーや、取引関係者の信用力低下を含むトリ
ガーの抵触時に支払いが中断されるストラクチャーも存在する。利払いが再開さ
れても、遅延に対する経済的補償はなく、投資家が受け取るのは当初の約定利

息額のみであるため、投資家は損失を被ることになる。 
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国際的なインペアメントの定義が採用されれば、現在利払いの繰り延べが生じている、あるい
は近い将来生じる可能性のある証券の格付は、インペアメントにより投資家に発生するであろ
う期待損失に相応する水準まで、大幅に引き下げられるであろう。利払い繰り延べトリガーが
設定されており、それに抵触することは考えられるがその可能性は低いという案件のメザニン・
トランシェの格付も、1-2 ノッチ引き下げられる可能性がある。  

影響を受ける格付の数は現時点では少数であるとムーディーズは予想している。これは、日
本の案件の大半は、予定支払期日に予定されている額の利払いを確実にするためのストラク
チャー上の手当てがなされているからである。さらに、利払い繰り延べトリガーが組み込まれて
いる案件のほとんどにおいて、裏付資産のパフォーマンスは良好な状態にあるということが、こ
うしたトリガーに抵触する可能性が極めて低いことを示唆している。しかしながら、3 件の案件

だけは、トリガーに既に抵触したか、あるいは間もなく抵触する可能性が高いため、これら 3
案件のメザニン・クラスの格付は大幅な格下げが見込まれる。 

ムーディーズは、本意見募集に対する市場参加者からのコメントを、2014 年 8 月 22 日まで募

集いたします。www.moodys.com 上の RFC Topic のページにある RFC Response Form を用い

て、RFC@moodys.com までコメントをお寄せ下さい。 

ムーディーズは、上述した定義更新が金融商品取引法および関連法令におけるムーディー
ズの格付付与方針の「重大な変更」に該当し、本稿によってそれらの変更が説明されていると
判断します。ムーディーズは市場参加者からの全てのコメントをまとめた後、採用するインペア
メントの定義が修正された場合は、「金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 36 号
イに定めのある格付付与方針等に関する事項」の修正版を当局に提出し、ムーディーズのウ
ェブサイトに掲載することにより、追ってインペアメントの定義の採用を通知します。 

 

 

https://www.moodys.com/
mailto:RFC@moodys.com
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著作権表示(C)2014 年ムーディーズ・ジャパン株式会社、ムーディーズ SF ジャパン株式会社及び（又は）これら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。 

ムーディーズ・ジャパン株式会社及びムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下、それぞれ「MJKK」、「MSFJ」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。MJKK 及び（又は）MSFJ が発行する信用格付及び調査刊行物（以下「MJKK 及び（又は）MSFJ 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。MJKK 及び（又は）MSFJ 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。信用格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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。信用格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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
格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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。信用格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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。MJKK 及び（又は）MSFJ 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、それぞれ、信用格付を付与し、MJKK 及び（又は）MSFJ の刊行物（のいずれか該当する方）を発行します。 

MJKK 及び（又は）MSFJ の信用格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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 MJKK 及び（又は）MSFJ の
信用格付並びに MJKK 及び（又は）MSFJ 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 MJKK 及び（又は）MSFJ 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。 

MJKK は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（Moody's Corporation (以下、「MCO」といいます。)の完全子会社である Moody’s Overseas Holdings Inc.の完全子会社）が全額出資する信用

格付会社です。MSFJ は、MJKK が全額出資する信用格付会社です。MSFJ は、NRSRO（「全米で認知された統計的格付機関」として、米国ＳＥＣ（米国証券取引監視委員会）の登録を受けた格
付機関）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。また、MCO、MJKK 及び MSFJ は、MJKK 及び MSFJ 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、 MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）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）によって行われます。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。 
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