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概要 

本格付手法は、連結法人の法的構造の一部である単一の発行体または発行体グル

ープの様々な債務について、担保または支払請求優先順位の差異と、それによって

生じるデフォルト時損失規模の差異に基づき、格付に差をつけるためのアプローチを説
明している 1。一部のケースでは、特定の発行体に的を絞った他の公表格付手法に従

ってノッチングを行う 2。 

 

 

 本格付手法は 2020 年 8 月 4 日にアップデートされた。図表 2 の注記の参照先を訂正した。 

 

 
1  本格付手法は投資適格等級事業会社とデフォルト時損失格付手法が適用されない投機的等級事業会社

に加えて、セクター格付手法ではノッチングに対する具体的なアプローチが定められていないインフラ･セク

ターの事業会社発行体と少数の金融セクター発行体に対するノッチングを考慮する場合にも適用される。 
2  例えば、銀行、公益事業会社、保険会社については、様々なクラスの債務を格付し、規制制度の影響

を含む差異を考慮するため、本格付手法ではなく別の格付手法を用いたり、本格付手法を別の格付

手法と組み合わせて用いたりする。ムーディーズのセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法

へのリンクは本稿の「関連リサーチ」のセクションに掲載している。さらに、債務の扱いに関する裁判所

の判断が合理的に予測でき、それが想定される支払い請求優先順位と一致するとみられる法管轄区

域の投機的等級事業会社については、本格付手法ではなく、別のデフォルト時損失手法を用いて

様々なクラスの債務の格付を決定する。 

本格付手法は 2010 年 9 月発行の「企業が発行する債券、優先株、ハイブリッド証

券に対する最新のノッチング・ガイドライン概要」を代替するものである。今回の更新

では、構造的劣後に基づくノッチングのガイダンスを導入し、様々なタイプの債務に対
するノッチング・アプローチの明確性を高めた。優先株のノッチング・ガイダンスの小幅

な修正もこれに含まれる。また、本格付手法のガイダンスが適用される発行体を明
確にし、ノッチング・ガイダンスの策定で参照したムーディーズの観察に基づく債務タ

イプによるヒストリカルな損失規模の差異を更新した。 



 

  

2 OCTOBER 27, 2017 クロス・セクター格付手法: 担保および支払請求優先順位に基づく社債格付のノッチング 
 

CREDIT STRATEGY & STANDARDS 

本稿は、ノッチングの決定において格付委員会が判断の指針として使用する一般的な原則を説明

するものである。一般的な原則を踏まえ、ほとんどのケースで適用される様々なタイプの債務に応じ
た具体的なノッチング・ガイダンスも提示しているが、これらはすべてのケースにあてはまるわけでは

ない。ムーディーズは格付を付与する際に必ず発行体固有の状況を分析し、債務のタイプや債務証
券の名称にかかわらず、関連するすべての要因に基づいて格付を付与する。実際の格付が特定の

ノッチング・ガイダンスに従った格付と異なり得る例として、(1)特定の債務が債務総額に占める割合

が非常に小さい、または大きいというアンバランスな資本構造、（2）法制の予測可能性が相対的に
低い法管轄区域、（3）企業組織の法的構造あるいは債務証券の契約条件が複雑である、といった

場合が挙げられる。 

担保および支払請求優先順位の差異から生じる損失規模の違いを反映した 
ノッチング 

企業および他のファンダメンタルな発行体の金融債務に対するムーディーズの格付は、それらの債
務のデフォルトリスクとデフォルト時損失規模についてのムーディーズの意見を反映している。ある発

行体の 1 件の債務でデフォルトが発生した場合、通常は全ての債務でもデフォルトが発生するため、

ムーディーズは個々の債務証券の予想損失規模の差異に重点を置いてノッチング分析を行う。 

一部の債務のみでデフォルトが発生するケースについては、発行体が選択的に一部の債務のみをデ

フォルトし、一部の債務は 100%回収可能と認識することによって、非明示的に考慮に入れる 3。 

デフォルト時損失は一般に発行体の債務クラスによって異なる。損失規模の相対的な差は主に、
（1）デフォルト時の発行体の資本構造における各債務クラスの支払請求優先順位、および（2）発行

体の全てのクラスの債務保有者に配分可能な資金の総額、により決まる。 

債務のタイプに基づくノッチング・ガイドラインを設定するためには、次の 2 つの情報、すなわち（1）
様々なタイプの債務のデフォルト時の相対的な推定損失規模、および（2）損失率の差がどの程度の

ノッチ差につながるか、が必要である。あらゆる債務格付において、ノッチングは発行体のベースライ

ン格付を基準点として行われる。通常はシニア無担保債務格付がベースライン格付となり、投機的
等級発行体の場合はコーポレート・ファミリー・レーティング（CFR）が用いられる。アナリストは通常、セ

クター別の格付手法で述べられている分析アプローチを用いてベースライン格付を付与する。 

本格付手法に含まれる債務タイプ別のノッチング・ガイダンスは、シニア有担保債務、シニア無担保
債務、劣後債務、等の様々なタイプの債務のヒストリカルな損失率の差異を参照している。これに対

し、ヒストリカルな回収率の差異を参照するには制約がある。そうした制約として、平均回収率からの
ばらつきが大きいこと、平均回収率は時間の経過と共に大きく変化すること、平均回収率と与信環境

の厳しさは一般に逆相関の関係にあること、が挙げられる。本稿のノッチング・ガイダンスはこれらの
制約を反映しており、将来のデフォルトシナリオにおける実際の相対的損失を正確に予測することを

意図したものではない。 

1 ノッチ差が示唆する損失規模の差異 

本格付手法のノッチング・ガイダンスでは、様々な期間と企業格付水準において観察されたヒストリカ
ルな平均損失率に基づき、通常、1 ノッチの格下げは、投資適格等級（Aaa-Baa3）であれば予想損

失率の平均 60%の増加、投機的等級（Ba1 以下）であれば平均 40%の増加を示唆すると考えるこ

とができる。 

債務クラス別のヒストリカルな相対的平均損失率  

上述したように、ムーディーズの債務タイプ別のノッチング・ガイダンスは、様々なタイプの債務におい

て観測されたヒストリカルなデフォルト時損失率の差異を反映している。図表 1 のデータはムーディー

 
3  多くの場合、発行体がある証券をデフォルトすれば、全ての債務を対象にクロスデフォルト条項が適用されるため、ある

いは発行体が破産手続きに入り債権者請求が自動停止されるため、すべての債務でデフォルトが発生する。しかし、発

行体が一部の債務のみをデフォルトする場合がある。これは、クロスデフォルト条項が発動しない、債務者が破産申請

を選択しない、デフォルトが支払不履行ではなく救済目的の債務交換の形式をとる、といった理由によるものである。 

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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ズの「最終回収率データベース」（Ultimate Recovery Database, URD）からとったもので、デフォルト時

にシニア無担保債務の他に異なるタイプの債務の発行残高を有していた企業の、債務タイプ別のヒ
ストリカルな相対的損失率の平均を示している 4。例えば、図表 1 は、デフォルト時にシニア無担保債

務とシニア有担保債務の残高を有していた企業の場合、シニア有担保債務に関る平均損失率はシ
ニア無担保債務に関る損失率を平均で約 85%下回っていたことを示している。同様に、デフォルト

時にシニア無担保債務と劣後債務の残高を有していた企業の場合、劣後債務に関る損失率はシニ

ア無担保債務に関る損失率を平均で約 50%上回っていた。ここで重要となるのは、これらの数値は
相対的損失率の平均を示すものであり、個々の債務の損失率はヒストリカルな平均から大きく分散し

ていることである。 

図表 1 

ヒストリカルな相対的損失率の平均 
シニア無担保債務と比較した損失率の差異の概算平均 

シニア有担保債務      -85% 

劣後債務     50% 

ジュニア劣後債務     70% 

出所: Moody’s Investors Service 

担保と法的劣後に基づくノッチング・ガイダンス  

ムーディーズのアナリストは、上述した 1 ノッチ差が示す値と、図表 1 に示した様々なタイプの債務の

ヒストリカルな相対的損失率の平均を考慮しながら、図表 2 のノッチング・ガイダンスを用いて担保と
劣後に起因する格付ノッチ差を決定する。このノッチング・ガイダンスでは、図表 1 に示す相対的損

失率の平均からの分散が大きいことを考慮している。ガイダンスは発行体のベースライン格付からの
ノッチ差を表している。ベースライン格付は通常、各セクターの格付手法で述べられている分析アプ

ローチを用いて付与され、一般にシニア無担保債務格付、あるいは投機的等級発行体の場合は

CFR がベースライン格付として用いられる。一般に、ノッチング幅は 2 ノッチのプラスまたはマイナスを
上限とするが、ムーディーズが予想回収率が非常に高くなることを確実性をもって予想している場合

など、例外的な状況でノッチング幅を拡大することがある。重要な点は、債務のタイプや債務証券の
名称がどのようなものであれ、ノッチングは常に債務クラスの支払請求優先順位に関するムーディー

ズの評価に基づくということである。 

大半のケースでは、実際のノッチングが図表 2 のノッチング・ガイダンスと一致するが、これが全ての
ケースにあてはまるわけではない。ノッチングが図表 2 のガイダンスと異なり得る例として、（1）特定の

債務が債務総額に占める割合が非常に小さい、または非常に大きいという不均衡な資本構成、（2）
法制度の予見可能性が低い、（3）企業組織の法的構造や債務証券の契約条件が複雑である、等

が挙げられる。こうしたケースでは格付委員会が個々の状況を分析し、最も適切と考えられるノッチ

ングを適用する。 

有担保債権者が無担保債権者に対する優先権を持つことが破産法で明示されている国もあるが、
実際はそうした権利が必ず執行される、あるいは遵守されるわけではない。ムーディーズがそのよう

な不確実性に左右されると考える発行体の場合、格付委員会は通常、ノッチング幅を縮小すること
が適切であると判断する。例えば、有担保債務格付が無担保債務格付を上回る幅を 1 ノッチとした

り、有担保債務を無担保債務と同水準に格付する。 

また、ムーディーズは本格付手法で説明する大まかな原則に沿って、回収率を大幅に高めると考え
られる構造的特徴を評価する。例えば、回収率が非常に高くなることが高い確信性をもって予想で

きるという例外的なケース（Aaa 格付のサポート提供者からサポートを受けられるなど）では、図表 2
の一般的なガイダンスよりノッチング幅を拡大する可能性がある。 

 
4  URD は 1988 年以降の北米の事業会社のデフォルト・データから構成されている。それらのデフォルト発行体に関して

観測された債務タイプ別の相対的回収率は、類似した破産処理の法的枠組みを持つ他の法管轄区域で予想される回

収率を示唆していると推測できる。 
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図表 2 

大半のケースに適用できるノッチング・ガイダンス 
ベースライン格付は CFR またはシニア無担保債務格付 5 6  

債務のタイプ   ノッチ数 

シニア有担保債務*   + 1 or +2 

シニア無担保債務   0 

劣後債務**   -1 or -2 

ジュニア劣後債務**   - 1 or -2 

優先株***   -2 

*  格付（CFR/シニア無担保債務）が Baa3 以上の発行体はプラス 1 ノッチ。格付（CFR/シニア無担保債務）が Ba1 以下の発行体で信頼でき

る破産制度がある場合はプラス 1-2 ノッチ。 

**  格付（CFR/シニア無担保債務）が Ba1 以下の発行体で劣後性が高く、信頼できる破産制度がある場合、マイナス 2 ノッチ。そうでなけれ

ばマイナス 1 ノッチ。 

***  債務と資本の性質を併せ持つことのある、支払い請求優先順位が最も低いハイブリッド証券にもマイナス 2 ノッチを適用。しかし、強制

利払い停止トリガーのある支払い請求優先順位が最も低いハイブリッド証券の場合、マイナス 3 ノッチ（脚注 10 参照）。 

出所: Moody’s Investors Service 

 

図表 1 で示されるヒストリカルな平均回収率を見ると、シニア有担保債務格付は発行体の CFR、ある
いは格付が Baa3 以上の発行体の場合はシニア無担保債務格付を 3 ノッチ上回ることができるよう

にみえるが、ガイダンスでは 1 ノッチとされている。このガイダンスは、（1）個々の証券の損失率は図
表 1 の相対的損失率の平均から大きく分散していること、（2）格付が Baa3 以上の発行体は一般に

デフォルト発生の可能性が低く、デフォルト事由発生の可能性が高まるにつれて資本構造が大きく変

化し、それによって有担保債権者の支払い請求優先順位が低下する、ということを考慮している。こ
れに対し、投機的等級の標準的な有担保債務は、支払い請求優先順位が同位の有担保債務の追

加発行や担保の質に関し、大きな制約を受けるよう組成されている。この制約により、有担保債権者
の優先性が強化される。加えて、格付が Ba1 以下の発行体の場合、1 ノッチの格下げは予想損失率

の約 40%の増加を示唆するのに対し、投資適格等級発行体の場合は 60%である。そのため、Ba1
以下の格付の発行体のシニア有担保債務に対するノッチング・ガイダンスは、有担保債務に劣後す

る債務の残高、担保の質、破産制度の信頼性 7といった要因に応じて、1-2 ノッチとする。 

劣後債務およびジュニア劣後債務に対するガイダンスは、投資適格等級発行体の場合、マイナス 1
ノッチである。しかし、格付が Ba1 以下の発行体については、劣後債務またはジュニア劣後債務の劣
後性が高く（すなわち、発行体の債務総額に占める割合が小さい）、破産処理の枠組みが支払い請

求優先順位を反映した信頼し得る結果を生み出すと期待される場合、マイナス 2 ノッチが適用され
る 8。一部のケース（中でも伝統的な優先株が発行されない市場）では、劣後債務が優先株の役割

を果たすことがある。 

優先株は発行体のシニア無担保債務格付または CFR がどの水準にあるかに関係なく、通常 2 ノッ
チのノッチダウンが適用される。これは、債務デフォルトおよび減損シナリオにおける優先株の非常に

高いヒストリカルな損失率を反映している 9。同様に、債務と株式の性質を併せ持ち普通株または優
先株に類似した扱いをされることの多い、最も支払い請求優先順位の低いハイブリッド証券の格付は

通常、発行体のシニア無担保債務格付または CFR から 2 ノッチ低くなる。しかし、最も支払い請求

 
5    CFR は、コーポレートファミリーが単一クラスの債務を発行し、且つ、連結された 1 つの法的組織であると仮定して付与さ

れる。したがって、単一クラスの債務がコーポレートファミリーの総債務の大部分を占める場合、その債務に付与される

格付は CFR と同水準となる。例えば、コーポレートファミリーの債務の大部分が有担保債務である場合、その有担保債

務の格付は CFR からノッチアップされず、CFR と同水準となる。 
6    発行体が政府または親会社からのサポートを受けられ、そのサポートの水準が発行体の債務クラスによって異なると予

想される場合、ノッチングはガイダンスと異なる可能性がある。例えば、シニア無担保債務はサポートを受けるがハイブ

リッド証券はサポートを受けられないと予想される場合、ハイブリッド証券の格付はシニア無担保債務の格付から 2 ノッ

チを超える幅でノッチダウンされる可能性がある。 
7  格付が Ba1 以下の発行体については、法制度が信頼できると考えられる稀なケースにおいては、シニア有担保債務に

高水準の担保が設定され、その債務が資本構造に占める割合が非常に小さい場合は、格付が 3 ノッチの幅でノッチア

ップされる可能性がある。 
8   劣後債務とジュニア債務が資本構造に含まれ、資本構造と債務の契約条件からみてジュニア劣後債務の損失は劣後

債務の損失を 40-60%以上上回るとみられる場合、劣後債務の格付をジュニア劣後債務より 1 ノッチ高くすることがガイ

ダンスとなる。そうでない場合は劣後債務とジュニア債務を同水準に格付することがガイダンスとなる。 
9  優先株の格付は、デフォルトの可能性ではなく減損の可能性と減損時の損失規模を表し（株式にデフォルトは発生しな

いため）。ムーディーズのデフォルトおよび減損の定義については、「格付記号と定義」を参照されたい。 
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優先順位の低いハイブリッド証券に強制利払い停止トリガーが設定されている場合は通常、マイナス

3 ノッチとなる 10。 

構造的劣後 

構造的劣後は法的劣後と同様、資本を構成する様々な債券の回収率の差異に影響を与え、ノッチ

ングにも同様に影響する。このことは、一つの事業会社に全ての資産とキャッシュフローが所在し、持

ち株会社の活動は事業会社の株式の保有のみ、という単純な法人構造を用いて例示することがで
きる。このような単純な構造の場合、ほとんどの法管轄区域において、持ち株会社が自身の債務返

済の資金として事業会社に法的に請求できるのは、事業会社の債務返済後に残る資産とキャッシュ
フローに限られ、破産手続きにおける支払い請求は事業会社の負債と他のすべての債務に劣後す

る。したがって、このような資本構造を持つ企業の場合、親会社レベルの債務の予想デフォルト時損

失(LGD)が主要事業会社債務の予想デフォルト時損失より大きくなることがノッチングに反映される。 

当然ながら、企業の法的構造はこれよりも複雑で、複数の事業会社が含まれていたり、持ち株会社

が主要事業会社に株式以外の多額の投資を行っている場合がある。より複雑な企業構造において
は、親会社と事業会社の信用力の差により、親会社が発行した債務の予想損失率が特定の事業会

社が発行した債務の予想損失率と比較して小さくなる可能性があり、それによって構造的劣後を考

慮したノッチングの必要性が低下あるいは相殺され、構造的劣後に基づくノッチングを適用すること
は不適当となることがあり得る。また、子会社が持ち株会社債務に提供する保証も、それが完全かつ

無条件で、債務と同等の（有担保債務に対する有担保保証など）有効な 11保証である場合、持ち株

会社債務に対する支払い請求の構造的劣後性は保証がない場合に比べ、緩和され得る。 

さらに、持ち株会社が自身より強い事業体に所有または支配されており、財務逼迫時には所有者か

らサポートを受けられる場合、構造的劣後に基づくノッチングの適用は不適当となることがあり得る。
例えば、持ち株会社が政府の出資を受けている場合、政府は主要事業会社ではなく持ち株会社に

直接サポートを提供する可能性があるため、構造的劣後を考慮したノッチングの必要性が低下ある

いは相殺されることがある 12。 

一つの事業会社に全ての資産とキャッシュフローが所在し、持ち株会社の活動は事業会社の株式

の保有のみであるという単純な法人構造において構造的劣後が存在する場合、ノッチング・ガイダン

スでは次の 3 つのステップを踏む。 

1. 関連セクター･業界格付手法を用いてコーポレートファミリーの参照格付を決定する。投機的等

級発行体の場合、一般的に CFR が参照格付となる。投資適格等級発行体の場合も、参照格

付はコンセプトとしては、コーポレートファミリー全体の信用力を表すが、正確性に欠ける。投資適

格等級の企業の複雑性やグローバル展開（税務および法務を含む）を考慮すれば、CFR のよう

な投機的等級の分析コンセプトは関連性低いことが多い。 

2. コーポレートファミリーの参照格付の決定後、コーポレートファミリーの総債務および債務に準じる

支払い請求（破産シナリオで通常想定される支払い請求）の大部分を保有する法人のシニア無

担保債務格付をその参照格付に関連付ける（すなわち、シニア無担保債務格付は参照格付と

 
10 優先株と支払い請求順位が最も低いハイブリッド証券の格付が 2 ノッチを超えてノッチダウンされることは通常はない。

これは、これらの証券の損失率が 100%になるというワーストケース･シナリオは、約 50%という会社の債務全体のヒス

トリカルな平均回収率に対し、それらの証券の損失が最大 100%増加することを表し、ヒストリカルな平均に基づく 1 ノッ

チのノッチダウンが表す損失に基づけば、ノッチダウンは最大で 2 ノッチとなるためである。しかし、本格付手法が適用

される発行体が、有効な非累積型強制利払い停止トリガーが設定された支払請求優先順位が最も低いハイブリッド証

券を発行した場合、当該証券の格付をシニア無担保債務より 3 ノッチ低くし、減損リスクと減損時の損失規模が例外的

に大きいとみられるケースでは 4 ノッチ以上低くすることがガイダンスとなる。ノッチング幅を拡大するのは、そのような

証券の減損の可能性は、当該発行体の債務のデフォルト確率より大幅に高く、優先株に比べ予想損失率がはるかに

高くなることが示唆されるためである。 
11   一部の法管轄区域では、いくつかのシナリオにおいて子会社による持ち株会社債務の保証が破産時に法的強制力を

持たない可能性がある。例えば、保証を認めた場合、子会社が支払い不能となる、あるいは子会社が保証提供と引き

換えに合理的にみて同等の対価を受け取らなかった、と裁判所が判断するケースがこれに相当する。 
12  このようなサポートは、その性質次第で、事業会社と対比した親会社のデフォルト確率および/または予想デフォルト時

損失に影響を与える可能性がある。 
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同水準になる）13。例えば、コーポレートファミリーの参照格付が Baa2 で、負債およびその他の債

務の大部分が事業会社レベルにある場合、事業会社のシニア無担保債務格付は通常 Baa2 と

なる。支払い請求の対象となる債務の大部分が持ち株会社にある場合、持ち株会社のシニア

無担保債務格付は通常 Baa2 となる。 

3. 参照格付の付与対象がどの法人であるかにかかわらず、事業会社の支払い請求優先順位が

最も低い債務は通常、持ち株会社の支払い請求優先順位が最も高い債務より 1 ノッチ高い水

準に格付される 14。 

上に挙げた単純な企業構造のシナリオを別にしても、上述したように企業構造はそれぞれ大きく異な

り、特異な構造を持つ企業も多い。したがって、複雑な企業構造における構造的劣後を考慮したノッ
チング・ガイダンスは、原則に基づきつつ特異な構造や状況を織り込むことのできるアプローチをとる

必要がある。したがって、複雑な構造のコーポレートファミリーについては通常、構造的劣後を考慮し
たノッチングを必要とする程度に事業体間に予想信用損失の相対的な差異があるかどうかを評価す

る。本格付手法で既に述べたように、通常 1 ノッチの引き下げは、投資適格等級（Aaa-Baa3）の場合、
予想損失率の平均 60%の増加を意味し、投機的等級（Ba1 以下）の場合は平均で 40%の増加を

意味するということが、この評価の基礎となる。 

ノッチングの他に考慮すべき重要な点は、財務の柔軟性である。ある企業が、それまで債務のなか
った事業会社において多額の債務を発行した場合や、それまで全債務が無担保債務であった企業

が有担保債務を発行した場合、それがもたらす財務の柔軟性の低下はコーポレートファミリー全体の

信用評価の引き下げにつながり得る 15。財務の柔軟性の低下がグループの信用プロファイルに与え
る影響は、通常、格付水準が等しい同業他社と比較して考慮される。例えば、一部のセクターや地

域では、規制や税制を要因として、事業会社に所在する債務が債務全体の大きな割合を占めること
がある（この場合、多額の債務があったとしてもコーポレートファミリーの信用評価を圧迫することはな

い）。あるいは、持ち株会社の債権者に劣後の影響が及ぶにもかかわらず、連結ベースで借入コスト
を引き下げるため、事業会社レベルでほとんど債務を発行しないこともある（この場合、事業会社の

債務が比較的少額であっても、コーポレートファミリーの信用評価を圧迫する可能性がある）16 17。 

関連リサーチ 

本格付手法に関連する可能性のあるセクターおよびクロス・セクター格付手法のリストは、ムーディー

ズのウェブサイトを参照されたい。 

詳細については、「格付記号と定義」を参照されたい。 

 
13  どの企業がコーポレートファミリー全体の信用力を最もよく表しているかを評価する上で、格付委員会は将来の債務発

行や債務返済を考慮し、破産手続きがとられる事態となった場合にどの事業体に支払い請求を受ける債務の大半が所

在しているかを想定する。 
14  法的劣後のノッチングと同様に、持ち株会社の債務の支払い順位が非常に低く、破産制度が信頼できるとみられる場

合、親会社の債務を事業会社の最も劣後する債務より 2 ノッチ低い水準に格付けする場合がある。対照的に、破産制

度の信頼性が非常に低いとみられる場合、構造的劣後によるノッチングは行わないことをガイダンスとする。ただし、持

ち株会社債務の支払い順位が非常に低い場合は 1 ノッチのノッチングが必要となるかもしれない。稀なケースとして、

事業会社の支払い順位の最も低い債務が劣後性の極めて高い証券である場合、持ち株会社の最も支払い順位の高

いクラスの債務を事業会社の支払い順位の最も低い債務と同水準に格付することがある。 
15  これについては、構造的劣後が存在するかどうかという点とは切り離して検討する。 
16  ほとんどの法管轄区域と業界において、投資適格等級企業の資金調達は大半が持ち株会社の無担保債務によるもの

である。必要であれば、これらの企業は事業会社レベルで債務を発行して追加調達を行ったり、債権者が事業会社に

直接支払い請求を行えるよう新たな契約条件を提示し、既存債務の契約条件の変更を促すことができる。持ち株会社

の債務を事業会社の債務と置き換える、あるいは無担保債務を有担保債務と置き換える企業は、持ち株会社レベルで

無担保債務発行により資金調達する同格付の同業他社と比べ、財務の柔軟性が低下し、将来の調達手段の選択肢が

狭まる。 
17   コーポレートファミリー全体の信用力が現行格付からみて弱い場合、資本構造がわずかに変化しただけで、コーポレー

トファミリーの全体的な信用力を要因とする格下げにつながる可能性がある。逆にコーポレートファミリー全体の信用力

が現行格付からみて強い場合、資本構造が大きく変化しなければ、コーポレートファミリーの全体的な信用力を要因と

する格下げにはつながらないとみられる。 
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