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はじめに
本格付手法は、銀行以外の事業体が発行した株主ローンを含むハイブリッド証券に資
本性を付与する全般的なアプローチを説明したものである。ハイブリッド証券が多額に
上り、発行体の分析において重要な要素になるとムーディーズが判断する場合、資本
性を付与し、それに伴う財務諸表の調整を加える 1。
ムーディーズは、本格付手法の対象となる投資適格等級および投機的等級の発行
体が発行するハイブリッド証券に資本性を付与する。ただし、投資適格等級の発行体
と投機的等級の発行体では資本性を付与するアプローチは異なる。投資適格等級の
発行体には、ハイブリッド証券がゴーイング･コンサーン（広範な企業全体のデフォルト
が発生する相当前に損失が吸収される）ベースで損失を吸収するか、ゴーン･コンサ
ーン（広範な企業全体のデフォルトが発生したあるいは差し迫っていない限り損失が吸
収されない）ベースで損失を吸収するかの両面を考慮して資本性を分類する。投機
的等級の発行体のハイブリッド証券については、その特徴に基づいて、資本性は
100%かゼロのいずれかである。この取り扱いは、特に債務デフォルトが回避できる場合、
ハイブリッド証券の利払いの確実性が投資適格等級の発行体より低いことを反映して
いる。

本レポートは、以下の訂正により、10 月 19 日再掲載されたものです。
P.6 最終段落について、「100bp 以上のステップアップ」を「100bp 超のステップアップ」に修正。

1

金融機関・事業会社の分析における財務諸表の調整を説明した格付手法を参照されたい。業種別格
付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本稿の関連リサーチのセクションを参照
されたい。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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本格付手法の適用範囲
本格付手法は、世界の保険会社、ファイナンスカンパニー、証券業界のマーケットメーカー、証券業
界のサービスプロバイダー 2、アセットマネジャー、事業会社 3が発行する転換型および非転換型ハイ
ブリッド証券に適用される。
業種別格付手法においてハイブリッド証券の資本性に対する具体的なガイダンスが示されている銀
行 4やその他のセクターには、本格付手法は適用されない。
本格付手法のガイダンスは、プロジェクト･ファイナンスや、プロジェクト･ファイナンスに極めて類似した
仕組み上の特徴をもつコーポレート･ファイナンスの発行体には適用されない。これらの発行体のハイ
ブリッド証券による信用補完を分析するために、本格付手法で概説された幅広い原則を考慮するが、
その場合、該当する案件固有の財務上・法律上の枠組みに沿ったものを適用する 5。

株主ローンを含むハイブリッド証券への資本性付与時の全般的なアプローチ
バスケット分類と資本性の割合
資本性の付与にあたり、ハイブリッド証券は、ムーディーズの負債と株式の特徴の比率により A から E
までのバスケット（A が最も負債に近く、E が最も株式に近い）に分類される（図表 1 参照）。各バスケ
ットには、負債と株式の具体的なパーセンテージがあり、これがムーディーズの標準的調整に沿った
財務諸表の調整に用いられる 6。発行体の信用分析では、ハイブリッド証券は発行体の全体の信用
力を考える上での一要素として考慮される。
投資適格等級の事業体が発行するハイブリッド証券には、図表 1 で示されたバスケット分類を用いる
が、投機的等級の事業体については、通常、資本性は 0%（バスケット A）あるいは 100%（バスケット
E）とする。
図表 1

資本性の水準

優先株およびその他の株式には破産時の請求権がなく、利払いが行われなくてもデフォルト事由と
ならない為、投機的等級の発行体が発行するものは 100% 株式とみなすが、投資適格等級の発行
体が発行したそれらの証券は、特徴によっては 100%株式とみなさない。投資適格等級の発行体は
これらの証券の利払いを行わないことがほとんどないため、それに伴うキャッシュフローは、債務履行
に伴うキャッシュ・アウトフローに非常に近いものであるとみなすことができる。そのため、優先株および
その他の株式に付与する資本性を限定することで、投資適格等級の発行体の間の財務柔軟性およ
び信用力を区別することが可能となる。

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。
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2

本アプローチは銀行格付手法に従い格付が付与された証券業界のマーケットメーカーには適用されない。

3

本格付手法は、不動産投資信託（REIT）を除く商業用不動産の運営会社に適用される。REIT と商業用不動産会社に
ついては該当する格付手法を参照されたい。業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本
稿の関連リサーチのセクションを参照されたい。

4

銀行が発行するハイブリッド証券に資本性を付与するアプローチについては銀行格付手法で説明されている。業種別
格付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本稿の関連リサーチのセクションを参照されたい。

5

業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本稿の関連リサーチのセクション
を参照されたい。

6

ムーディーズの標準的調整の説明については、事業会社・金融機関の分析における財務諸表の調整を解説したクロ
ス・セクター格付手法を参照されたい。業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本稿の関
連リサーチのセクションを参照されたい。
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ハイブリッド証券の資本性評価の根拠となる 3 つの観点
投資適格等級の発行体の分類として、ゴーイング･コンサーンとゴーン･コンサーンを区別する。ゴーイ
ング･コンサーンベースで損失を吸収するハイブリッド証券には通常、より高い資本性が付与され、ゴ
ーン･コンサーンベースのみで損失を吸収するハイブリッド証券については、それぞれの特徴にもよる
が、資本性が低くなることが多い。
ハイブリッド証券への資本性を検討する際には次の 3 つの観点を検討する。
ハイブリッド証券は「ゴーイング･コンサーン」ベースで損失を吸収あるいは財務を保護するか。
ハイブリッド証券は「ゴーン･コンサーン」ベースで損失を吸収するか。
損失を吸収するハイブリッド証券は必要な際に存在しているか。
ハイブリッド証券はゴーイング･コンサーンベースで損失を吸収あるいは財務を保護するか。
全ての条件が等しければ、当該ハイブリッド証券が、広範で全社的なデフォルトが起こる前に、より損
失を吸収し、財務の柔軟性を高める働きが大きいほど、より高い資本性が付与される。ハイブリッド証
券の損失吸収機能により、それより上位の債務のデフォルトが回避されることもある。 例えば、ハイブ
リッド証券は、利払い停止メカニズム（特に非累積型）によりゴーイング･コンサーンベースの流動性を
確保したり、より広範なデフォルトの前に、元本の削減や株式転換等により、上位債権者を保護する
こともある。優先的にディストレスド･エクスチェンジの対象になることもあるだろう。
ハイブリッド証券はゴーン･コンサーンベースで損失を吸収するか。
一方、当該ハイブリッド証券が、発行体が広範なデフォルトに近い状態になるまで損失を吸収せず、
利払いにおいても、限られた一時的な支払いの柔軟性しかもたらさない場合には、高い資本性は付
与されない。この際、上位債権者にとっての損失吸収クッションは、劣後性に依拠するものよりそれ
ほど大きくないからである。ゴーン･コンサーンベースで損失を吸収するハイブリッド証券には、累積型
あるいは ACSM 7で、発行体の任意、あるいは弱いトリガー抵触で利払い停止が発生するものが含ま
れる。 また、限定的な任意利払い停止条項が付されているハイブリッド証券もこのカテゴリーに含ま
れる。
損失を吸収するハイブリッド証券は必要な際に存在しているか。
損失を吸収するハイブリッド証券が、償還日との関連で、必要な際に存在しているか否もムーディー
ズは考慮する。コール期日や、コールされた場合にどのような代替手段で資金調達されるのかによっ
てハイブリッド証券のバスケットを決めるのではなく、これらの考慮事項は発行体の全体の信用分析
のなかで判断される。その際には、ハイブリッド証券の償還タイミングや、代替証券の特徴、発行体の
今後の資本状況にどのような変化がもたらされるのかについて検討する。
次のセクションで、投資適格等級の事業体が発行するハイブリッド証券の株式としての特徴を評価す
るアプローチを解説した後、投機的等級の発行体について説明する。

投資適格等級の事業体が発行するハイブリッド証券への資本性の付与
投資適格等級の事業体が発行するハイブリッド証券は、転換型および非転換型に分けられる。通常、
ハイブリッド証券が、ゴーイング･コンサーンベースで損失を吸収あるいは財務健全性を保護する場
合（例えば非累積型優先証券）、ゴーン･コンサーンベースで損失を吸収あるいは財務を保護するも
の（例えば累積型下位劣後債務）よりも資本性は高くなる。投資適格等級の発行体は、通常ハイブリ
ッド証券の利払いを行うと予想されるため、優先証券に累積型または非累積型の利払い停止条項
があっても部分的な資本性しか付与しない。一方、投機的等級の事業体が発行する同種の証券に
は 100%の資本性を付与する。非転換型のハイブリッド証券に資本性を付与するにあたり、主に利払
い停止・繰延条項、利払い方法、証券の支払優先順位、満期などの証券の複数の特徴を考慮する。
転換型のハイブリッド証券については、転換に関する諸条件（主に転換時期、転換後の同証券の優
先順位、転換比率）および元本削減の条項も検討する。
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クーポンの代替支払手段（ACSM）は、利払いが繰り延べられた場合、どのように支払うかを定めた決済方法である。
ACSM では、普通株式または一定種類の優先証券の発行により、累積利息の支払いを行わなければならない。そのた
め、ムーディーズは ACSM のある利払いの繰り延べ可能なハイブリッド証券を、累積型とみなす。
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投資適格等級の事業体が発行する非転換型ハイブリッド証券
図表 2 は、よくみられる非転換型ハイブリッド証券の、バスケット分類に必要な最低限の特徴を示し
たものである。
それぞれのカテゴリー、すなわち利払い停止と利払い方法、優先順位、および満期について、最も負
債性の高いものから最も資本性の高いものの特徴を示した。各カテゴリーにおいて、負債の特徴が強
ければ、ハイブリッド証券は資本性の低いバスケットに分類され、損失吸収の特徴が強ければ、より
資本性が高いバスケットに分類される可能性がある。
例えば、期間 30 年、任意利払い繰延条項付きの累積型劣後債務はバスケット B に分類される。一
方、期間が 30 年未満であればバスケット A に分類される。永久または期間 60 年の任意利払い繰
延条項付き累積型優先株はバスケット C に分類されるが、非累積型で有効なトリガーの抵触により
強制的に利払いが停止される場合はバスケット D に分類される可能性がある。
ハイブリッド証券の資本性を検討する上で、まず当該ハイブリッド証券が、i) 優先証券か劣後債務か、
ii)累積型か非累積型か、iii)長期か否か、をみてから、クーポン・ステップアップ、配当に基づく支払
事由（以下の説明を参照）、様々なトリガー条項の種類および有効性など、株式としての特性の有無
に基づき、バスケットを決定していく。以下のセクションで、ハイブリッド証券の資本性にプラスやマイナ
スの影響を与えるその他の特徴について説明する。
図表 2

投資適格等級の事業体が発行する非転換型ハイブリッド証券の資本性の分類†

順位*

利払い
方法

利払い停止

#1
強制だが弱い 1

#2

制限付任意 2

累積

#4

#5

X

X

#6

#7

#8

X

X

#10

#11

#12

X

3

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X4

X

非累積
劣後債

#9

X
X

任意
任意および強制で有効

#3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

C

D

X
X

優先証券

X

株式

満期

30 年未満

X

30 – 59 年

X

60 年以上

X

X

B

B

X
X

X

X

B

B

C

償還不能
バスケット
†

A

B

C

図表は、一般的な非累積型ハイブリッド証券の分類を例示したものであるが、全てを網羅しているわけではない。

*

順位は、資本性を評価するためのムーディーズの分類である。以下の「優先証券と劣後債務の定義」の説明を参照されたい。

1

強制だが弱いトリガーの例としては、低い水準に設定された規制上の最低自己資本比率がある。

2

制限付任意利払い停止については、発行体はハイブリッド証券の利払いを停止する前に、6 ヵ月以上にわたり同順位あるいはより劣
後する証券に対する利払いを停止していなければならない。

3

任意および強制で有効なトリガーは、任意利払い停止メカニズムと、強いまたは「有効な」トリガー（即ち、企業全体のデフォルトより相
当早い段階で抵触するもの）の抵触に伴う強制利払い停止を含む。

4

強制利払い停止は非累積型。任意利払い停止は累積型または非累積型のいずれか。

利払い停止のタイミング
発行体は、広範な、企業全体のデフォルトに近い状況にならない限り、通常は利払いを停止しないと
ムーディーズは想定している。また、累積型ハイブリッド証券と非累積型ハイブリッド証券の間で、利
払い停止の時期にそれほど大きな差はなく、損失吸収能力、流動性を維持する能力についても大
差はないと、ムーディーズはみている。しかしながら、強いまたは「有効な」トリガーの抵触（すなわち、
企業全体のデフォルトより相当早い段階で抵触）に伴う強制利払い停止条項が付されている場合は、
発行体の非累積型ハイブリッド証券に付与される資本性は高くなる。
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トリガー条項はその強度に応じて利払い停止を早めることもある
強制利払い停止トリガーの強度は、付与する資本性に影響を与える。「有効な」トリガーとは、それに
抵触すれば、 ハイブリッド証券の利払い停止につながり、発行体の財務状況が悪化した状況下にお
いてキャッシュフローを留保する働きがあるものである。これらの場合、トリガーは、通常、発行体の格
付あるいはコーポレート・ファミリー・レーティングの投資適格等級と投機的等級との境界線のすぐ下
（通常は Ba1 あるいは Ba2）で抵触するように設定されている。一方、弱いトリガーは破産に近い状態
でのみ抵触するため、ゴーイング･コンサーンベースで損失を吸収する効果はあったとしても極めて小
さい（トリガーの種類については図表 3 を参照されたい）。
図表 3

トリガー条項の種類

対象業種

トリガー条項の強度

ネット･ロス

保険

強い

有効なトリガー

保険会社、事業会社のそれぞれの定義に拠る

強い

規制上の最低自己資本

保険

弱い

ハイブリッド証券の条項により発行体の利払い停止が妨げられることがある
一部の国では、配当支払いに基づく利払い事由（Dividend pusher）は、発行体の利払い停止を制限
するものとなるため、ムーディーズはこれを「制限付き任意」利払い停止メカニズムとしている。発行
体が、ハイブリッド証券の利払い停止を行う前に、同順位またはより劣後する証券に関する支払いを
長期にわたって停止しなければならないのであれば、デフォルトを回避するためにキャッシュフローを
確保するタイミングが遅くなりすぎる可能性がある。
他の全ての条件が等しければ、利払い停止の条件として、6 ヵ月以上の配当支払い停止期間が含
まれているハイブリッド証券は、こうした特徴のないハイブリッド証券に比べて、資本性が低くなる。ま
た、それが発行体の判断によって任意に行われた場合を除き、より劣後するまたは同順位の証券へ
の利払いがなされれば、ハイブリッド証券についても利払いが求められる場合にも、資本性は低くなる。
頻繁に使用される用語
代替支払手段 (Alternative Coupon Settlement Mechanism, ACSM)は、利払いが繰り延べられた場
合の、決済メカニズム。ACSM では、普通株式または一定種類の優先証券の発行により、累積利
息の支払を行わなければならない。
累積型ハイブリッド証券は、繰延利息が累積され、後日支払われる種類のハイブリッド証券。
配当支払いに基づく利払い事由（Dividend pusher）は、より劣後する証券（場合によっては同順位
の証券）に対して利払いがなされた場合、ハイブリッド証券についても利払いを要求する（すなわち、
同順位またはより劣後する証券に対する利払いが、ハイブリッド証券の利払いを「押し出す」）。
配当の支払い停止事由（Dividend stopper）は、ハイブリッド証券の利払いが停止される場合、より
劣後する証券（場合によっては同順位の証券）の利払いも停止することを要求する。
支払い停止期間とは、発行体が、ハイブリッド証券の利払いを停止する前に、より劣後する証券
（場合によっては同順位の証券）の利払いを停止する期間を指す。
非累積型ハイブリッド証券は、支払いが停止された利息が再び支払われることはない種類のハイ
ブリッド証券。
ステップアップとは、ハイブリッド証券が、当初定めた期日（通常は最初のコール日）にコールされな
かった場合の、当初のスプレッドに対するクーポン（ベーシスポイント）の上昇分を指す。
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ACSM は累積型利払いとみなされる
ACSM を用いた利払いは、非累積型ではなく累積型とみなされる。発行体の財務状況が悪化してい
る場合、ACSM を用いた利払いにすればキャッシュを留保し、流動性を確保できる。しかし、この利払
い方法では、利息は将来、発行体の財源を用いて支払われなければならないため、ハイブリッド証券
は損失を吸収する機能を果たさない。この点は、支払いが停止された利息が再び支払われることは
ない非累積型利息とは異なる。
優先証券と劣後債務の定義
ムーディーズは分析上、優先証券と劣後債務を区別している。しかし、一部の国において、あるいは
複数の国の間では、二者の境界線はあいまいで区別が困難となっている。本格付手法では、優先証
券を次のように定義する。
各国の過去および最近の事例に基づき、劣後性が非常に強く、通常、発行体の資本構成上で
普通株式を除いて最劣後の証券。
デフォルトあるいはクロスデフォルトは、満期日以外（満期がある場合）発生しない。例えば、ある
ハイブリッド証券において利払いを 5-10 年繰り延べることが可能であり、その期間を超えるとデフ
ォルトとなる場合は、この基準に該当するとはみなされない。
破産処理、あるいは破産処理の枠外で行われる債務リストラクチャリングに与える影響が限定
的である。
証券法は国によって異なるため、ハイブリッド証券を優先証券とみなし、資本性を付与するには、こ
れらの 3 つの条件が全て満たされていることを、ハイブリッド証券の契約書で明示する必要がある。
ハイブリッド証券がこの基準を満たさない場合、ムーディーズは資本性を付与する上で、これを劣後
債とみなす 8。
信用分析に満期をどう織り込むか
ハイブリッド証券（後段で説明する転換型ハイブリッド証券および元本削減が可能なハイブリッド証券
を除く）に資本性を付与するには、当初 30 年以上の満期を設定する必要がある。60 年の満期は永
久債と同等とみなす。強制転換型および元本削減型のハイブリッド証券を除く全ての期限付きハイブ
リッド証券の資本性は満期の 10 年前になくなる。すなわち、資本性は当初の期間に基づいて付与さ
れ、満期が近づくにつれ低下する。
最初のコール日までの期間は重視せず、バスケットの分類においても考慮されない。しかし、発行体
が短期間内にハイブリッド証券をコールする意思を公表している場合には、その点を全般的な信用
分析に織り込むことが多い。自社株買いと同様、損失を吸収するハイブリッド証券が早期にコールさ
れる場合、信用評価上弱点とみなされる。
ハイブリッド証券をコールするインセンティブが強い場合、資本性は低くなる
大幅なステップアップなど、発行体がハイブリッド証券をコールするインセンティブが強い場合、資本
性は低くなる。ムーディーズは、当初のスプレッドに対して、100bp 超のステップアップを伴うハイブリッ
ド証券は、最初のコール日を実質的な満期とみなす。資本性については、証券の発行後 10 年以内
にステップアップが行われる場合、あるいはハイブリッド証券の期間を通して 100bp 超のステップアッ
プが行われる場合、資本性は低くなる。例えば、30 年満期の任意利払い繰延条項付の劣後債はバ
スケット B に分類される。一方、同様の証券が大幅なステップアップを伴い（100bp 超のステップアッ
プなど）、5 年目に最初のコール日が設定されている場合、バスケット A に分類される。これに関する
例外としては、支配権変更条項に抵触した際には、最大 500bp のステップアップを許容するが、こ
の場合、ハイブリッド証券がコールされても、全ての上位債権者が同様に保護されることが前提とな
る。

8
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資本性を付与する際には、優先証券を劣後債と分類したり、劣後性の強い負債性証券を優先証券と分類する場合もある。
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資本性の上限は引き続き適用
ムーディーズは、資本構成における、ハイブリッド証券の発行に伴う資本性の算入額に上限を設けて
いる。
資本性割当部分（エクイティクレジット）の上限としてムーディーズが用いるのは、「ハイブリッド証券の
エクイティクレジット」 / 「調整後エクイティ」 ≤ 30% 9 という水準である 10。この基準は投資適格等級の
事業体が発行するハイブリッド証券に適用する。
普通株式は、通常、仕組まれたハイブリッド証券より確実に信用補完を提供するとみられるため、発
行体の資本構成において大きな割合を占めることが多い。この上限適用の例外と考える可能性があ
るハイブリッド証券は、結局は別なクラスの普通株式ということになる。ハイブリッド証券への上限の適
用に関する詳細な説明は、付録を参照されたい。

投資適格等級の事業体が発行する転換型ハイブリッド証券
この種の証券には、株式や非累積型優先株に転換される、あるいは一定の状況下で元本が削減さ
れるハイブリッド証券が含まれる。たとえば、強制転換型証券は、期日に株式または非累積型優先
株に転換される 11。一方、コンティンジェント・キャピタル証券（CoCos）は、トリガー条項に抵触すれば
普通株式に転換したり、元本を永久あるいは一時的に削減して損失を吸収することにより、資本とし
ての役割を果たす。トリガー条項に抵触しなかった場合は、投資家が発行時に保有する当初の証券
は満期に償還される 12。どちらの場合も、当初証券の形態は、シニア債から優先株にわたってさまざ
まであり、利払い停止メカニズムを伴うことも伴わないこともある。
転換型ハイブリッド証券（強制転換型証券、コンティンジェント･キャピタル証券を含む）は期限が短い
傾向があるため、長期の非転換型ハイブリッド証券に比べて高い資本性を得られない。しかし、より
劣後する証券への転換や元本の削減といった、株式に類似した要素があるため、ムーディーズは、
ハイブリッド証券の仕組みに応じて、異なるレベルの資本性を付与する。資本性を検討する際には、
ハイブリッド証券がゴーイング･コンサーンベースで損失を吸収するか、ゴーン･コンサーンベースで損
失を吸収するかを引き続き重視する。
例えば、図表 4 に記したように、3 年物の累積強制転換型優先証券は、いずれの場合でも多額の損
失を吸収するため、バスケット E に分類される。株式転換前に発行体の財務が圧迫されていた場合、
利払いはゴーイング･コンサーンべースで停止され、清算時にはゴーン･コンサーンベースで請求権が
優先され、決められた期日に新株が発行される。一方、3 年物の株式先物取引と期限の短いシニア
債を組み合わせた強制転換型証券（US Common Units）はバスケット A に分類される。ゴーイング･コ
ンサーンベースでは利払い停止が出来ず、ゴーン･コンサーンベースでは破産時に上位債権者がお
り、さらにリマーケティング・プロセスにおいて、これが不成立とならない限り、株式への直接転換は出
来ないからである。
シニア債が当初証券の US Common Units については、普通株式発行前に破産に陥った場合、保有
者が債務を抱えることになるため、バスケット A に分類される。同じ理由から、累積型下位劣後債務
が当初証券の US Common Units、および累積型下位劣後債務が当初証券の US Preferred Units で
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9

分子（ハイブリッド証券のエクイティクレジット）はそれぞれのバスケット分類に基づき、発行体のハイブリッド証券に付与
されるエクイティクレジットの合計額である。分母（調整後エクイティ）は、発行体の開示情報に基づくエクイティに、ムー
ディーズが標準的調整を加えたものである。標準的調整の一例にハイブリッド証券に対する資本性の調整があり、非標
準的調整も加えることもある。事業会社、金融機関の分析における標準的調整を解説したクロス・セクター格付手法を
参照されたい。

10

資本性の上限は投機的等級の発行体には適用されない。投機的等級の発行体については、ハイブリッド証券以外に
由来するリスクが相対的に高いため、ハイブリッド証券の働きが予想と異なることからくる追加的リスクは、平均的な投
機的等級の発行体と、平均的な投資適格等級発行体とでは、重要性が異なる。そのため、投機的等級発行体について
は、ハイブリッド証券の資本性の上限は不要としている。

11

強制転換型優先証券は 3 年以内に一定数の普通株式に直接、転換される。証券の理論的な成り立ちは、通常、期限
付の当初証券と、3 年物の株式先渡取引契約を組み合わせたものとなっている。3 年目に当初証券が売却され、その
売却代金を用いて、株式先渡契約の条件に基づいて株式の購入義務を履行する。破産時には、清算時の請求権は、
通常、当初証券に依拠する。

12

コンティンジェント･キャピタル証券は主に銀行によって発行されているが、保険会社も発行している。
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優先株に転換されるものについては、コンティンジェント･キャピタル証券の当初証券の資本性と同様
に、バスケット B に分類される。
コンティンジェント･キャピタル証券の資本性の評価において、ムーディーズは、当初証券がゴーイン
グ･コンサーンベースで損失を吸収する能力、普通株式に転換されるトリガーに抵触する状況、転換
時に投資家が受け取る株式数が固定されているのか変動するのかを考慮する。弱いトリガーへの抵
触があった場合に固定数の普通株式に転換される、期間の短い劣後債務については、資本性が高
くなる可能性は小さい。一方、非累積利払い停止メカニズムのある永久優先証券が当初証券の場
合、より高い資本性が付与される場合が多い。
図表4

投資適格等級の事業体が発行する転換型ハイブリッド証券への資本性の付与例†
当初証券
順位

転換/元本削減の
タイミング

裏付証券

転換率または
元本削減率

バスケット

固定株式数

A

証券種類

満期

利払い停止/
決済方法

US Common Units

5-10 年

なし

上位債務

3年

株式

コンティンジェント･
キャピタル証券**

5-10 年

なし

劣後債務

トリガー水準による

株式または元本削 証券による
減

B

US Common Units*

5年

累積/ACSM 下位劣後債務

3年

株式

固定株式数

B

US Preferred Units*

> 10 年

累積/ACSM 下位劣後債務

5 年か、規制上の上 非累積優先
限の抵触のいずれか
早いほう

額面

B

コンティンジェント･
キャピタル証券**

永久

非累積

優先株

トリガー水準による

欧州 強制転換型証券

≤3年

累積

株式***

支払い不能または満 株式
期のいずれか早いほ
う

固定株式数

E

米国 強制転換型証券

3年

累積

優先

満期

固定株式数

E

株式または元本削 証券による
減

株式

C

†

この図表は一般的な転換型ハイブリッド証券を例示したものであるが、全てを網羅しているわけではない。

*

バスケットＢに分類する場合、当初証券は劣後債務証券として再販されることを前提としている。

**

コンティンジェント・キャピタル証券がハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル証券とみなされる場合（すなわち、トリガー抵触により、元本削減あるいは株式転換が実施さ
れる場合）、資本性のバスケットを 1 段階引き上げる。

***

通常、当初証券は発行時に債務であるが、破産時には株式としての請求権となる。

投機的等級の事業者が発行する、株主ローンを含むハイブリッド証券への資本
性の付与
前セクションでは、投資適格等級の銀行以外の発行体が発行するハイブリッド証券の、負債または
株式としての相対的な特徴を評価する全般的な枠組みを提示したが、このアプローチは投機的等
級の発行体が発行するハイブリッド証券の評価には適さない。投資適格等級の発行体と比較して、
投機的等級の発行体はデフォルトまでの距離が大幅に短く、債務の期間も短く、資本構成は多様か
つより複雑で、債務にはより多くのコベナンツが付帯されている。また、投機的等級の発行体は、ハイ
ブリッド証券の利払いを停止しても、契約上、デフォルト事由とならないため、実際に停止することも
多い。特に、ハイブリッド証券の利払いを停止することによってデフォルトが回避できる場合、ハイブリ
ッド証券の利払いが行われる確実性は、投資適格等級の発行体より低い。
誤解を避けるために付言すれば、政府系発行体については、ベースライン信用リスク評価（BCA）が
投機的等級であったとしても、シニア無担保債務格付（あるいはそれに準じる格付）が投資適格等級
であれば、投資適格等級向けのアプローチを適用する。
投機的等級の発行体が発行する、ハイブリッド証券の負債および株式としての特徴を評価する上で、
破産シナリオにおけるそれら証券の法的取り扱いを検討する。ムーディーズのアプローチは、一般的
に次の通りである。
1)

8

SEPTEMBER 19, 2018

優先株やその他の類似する株式証券で、破産時に債券保有者としての請求権がなく、支払不
履行が期限の利益の喪失や発行体全体のデフォルト事由にならないものは、当該企業の調整
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後財務指標の算定において 100%の資本性を付与し、デフォルト時損失（LGD）のクロス・セクタ
ー格付手法を適用する発行体の場合、LGD モデルの債務ウオーターフォールには含めない 13。
2)

負債性のある（すなわち株式ではない）全ての証券は、当該企業の調整後財務指標の算定に
おいて 100%負債として取り扱い、 ムーディーズの LGD モデルの債務ウオーターフォールに含め
る。株式とは、破産時にも破産以前にも請求権がなく、支払不履行は直接にも間接にも発行体
全体のデフォルト事由とはならない証券と定義する。

上記の負債性証券の取り扱いにおける例外は、普通株主が保有する一部の劣後性の強い負債性
証券である。これはしばしば株主ローンと称され、一定の基準を満たし、実質的に株式に相当する機
能をもつ。すなわち、それより上位の債務のデフォルト確率およびデフォルト時損失（LGD）に影響を
及ぼさない。株主ローンが後述の「株主ローンの取り扱い」のセクションに示した基準を満たせば、信
用評価上、株式に類似するものとして取り扱う 14。
このアプローチは、投資適格等級の発行体との比較における、投機的等級の発行体のデフォルトリス
クおよび破産リスクの高さを反映したものであり、投機的等級企業に債務格付を付与する際に用いら
れている LGD モデルの適用に沿ったものである。また、このアプローチは、債券あるいは負債性の高
い証券のみがデフォルトするとする、ムーディーズのデフォルトの定義にも沿っている。
ハイブリッド証券の発行体が投資適格等級から投機的等級となった場合には、投機的等級のアプロ
ーチが適用され、その逆の場合も同様となる。ハイブリッド証券の、負債または株式としての取り扱い
は、投機的等級および投資適格等級の発行体に用いるアプローチの違いによって異なり得る。例え
ば、当該ハイブリッド証券が、優先株と同順位とみなされるが、破産時の債務請求権がある場合には、
投機的等級の発行体に対するアプローチでは 100%負債として取り扱われるが、投資適格等級の発
行体に対するアプローチでは部分的に資本性が付与される。
本格付手法は、調整後財務指標の算定に用いる際の、ハイブリッド証券の負債または株式としての
取り扱いに焦点を当てたものだが、そうした指標のみが、企業の信用力評価のベースとなるわけでは
ない。ムーディーズの業種別格付手法に示した通り、企業の発行体格付あるいはコーポレート･ファミ
リー･レーティング（CFR）の付与に際しては、多くの要因が考慮される。
本格付手法は、投機的等級の発行体については、負債・株式の二者択一を判断するアプローチをと
る。しかし、わずかな差があるハイブリッド証券を、本格付手法に基づき 100%負債に分類するか、
100%株式に分類するかは、信用分析上、同証券を普通株式かシニア長期債務とみなすことは、必
ずしも同義ではない。言い換えれば、財務指標の計算上、100%負債または 100%株式として取り扱
っていても、ファンダメンタルな信用分析では、その証券を必ずしも 100%負債または 100%株式とは
考えず、定性的に資本構成について考察することもある。
株主ローンの取り扱い
法的理由または確立された市場慣習により、事業会社が優先株および類似する株式証券を発行す
ることがない、あるいはごく稀な国では、レバレッジを効かせた買収、および資本構成の改善を行う際、
株主からの拠出金に普通株式が占める割合はごく小さいことが多い。そうした地域では、それらの取
引のための株主拠出金の多くを、株主が発行する劣後性の強い債務によって調達することが多い。
例えば、欧州の多くの国々では、そうした証券はしばしば株主ローンまたは優先株証書の名称で発行
される。
そうした証券の発行条件は、発行体の他の債権者の観点からみた際、株主ローンが株式に相当す
る性質をもつように規定されることが多い。従って、上位債務のデフォルト確率およびデフォルト時の
損失は、資本構成のなかの株式と株主ローンとの割合によって影響を受けることはない。

9

SEPTEMBER 19, 2018

13

ムーディーズの LGD モデルは、一部の国の投機的等級の事業会社の債務証券に対する格付付与に用いられる。詳
細については、本稿の関連リサーチのセクションのクロス・セクター格付手法のリンクからアクセスできる投機的等級の
事業会社のデフォルト時損失に関するクロス・セクター格付手法を参照されたい。

14

これは投機的等級の発行体が発行した株主ローンのみに適用される。投資適格等級の事業会社が発行した株主ロー
ンあるいはその他の同順位のグループ間ローンには、資本性は付与されない。
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そのため、投機的等級の事業会社については、以下の全ての 15要件を満たせば、株主ローンには
100%の資本性を付与し、LGD 手法を適用する場合、LGD モデルの債務ウオーターフォールには含
めない。全ての要件を満たさない場合は 100%負債として取り扱い、LGD 手法を適用する場合、LGD
16
モデルの債務ウオーターフォールに含める 。その際には、契約書を全体的に検討し、株主ローンの
条件および格付対象グループに係る他の契約書（ローンや債券に係る契約、債権者間の契約を含
む）との関係を評価する。
株主ローンに 100%の資本性を付与するための要件:
(1) 株主ローンが、100%の資本性を付与する要件を満たす他の株主ローン以外の、全ての債務に
劣後していること
そうした劣後性は、強制執行プロセスや回収金の分配についても規定している、債権者間契約
（または劣後契約）で確認できるとムーディーズは考えている。また、株主ローンは契約上、格付
対象グループ内の取引債務等の非金融債務を含む全ての債務に劣後し、格付グループ内の
将来生じるであろう債務においても劣後するものとムーディーズは考えている。
一部の事例では、支払不能事由の発生後に株主ローンの保有者に請求権が生じる場合がある。
そうした場合、いかなる請求権も他の全ての債務に対する請求権より実質的に劣後することが、
債権者間の契約によって確実に規定されている必要がある。すなわち、担保権の強制執行によ
る回収金は、他の全ての金融・非金融債務の債権者に、それらの請求権が完全に消滅するま
で優先して分配されるように規定されていなければならない。
(2) 契約上、株主ローンの保有者が、企業のデフォルト率、もしくは様々な形のデフォルトまたは破
産手続き後に発生する格付対象グループ内の他の債権者の権利や回収見込みに、直接また
は間接的に影響を与えうる全ての権利を排除していること
株主ローンの契約書および債権者間契約書には、包括的に考えて以下の事項が規定されてい
る必要がある。
コベナンツが付帯されておらず（遵守しなかったとしても大きな影響のない、情報提供程度のコ
ベナンツは除く）、期限の利益喪失条項もなく、デフォルトまたはデフォルト事由を宣言する権利
がなく、そうした権利が存在したとしても上位債務全てに対する支払いが完全に終了するまでは
権利が行使できないこと。
格付対象グループ内に抵当権の設定がないこと。
資本構成のなかの上位証券の償還前に、当該ローンのアモチゼーション、償還、その他の期限
前支払いが認められていないこと。ただし、そうした支払いが、100%株式の資本構成における株
主への分配として実行され、支払制限条項（通常の普通株式の買い戻しに対する制限と同様
のもの）で認められた場合は例外とする。
たとえ支払い制限条項で認められていたとしても、上位債務の満期前に行使可能なプットオプシ
ョンがないこと。
様々な国における支払い不能手続きにかかる時間を考慮し、株主ローンの期日は常に、格付対
象グループ内の他の債務の期日から 6 ヵ月以上先に設定されていること。
(3) 普通株式と株主ローンの経済的利益が、”stapling”により同等とされていること
ここでいう”stapling”とは、株主ローンの発行時に、これが普通株主によって保有されていることが
証明され、発行後も普通株主以外への譲渡が制限されることによって、両社の利害の一致が
17
確保・維持されている状況である 。
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15

特別または特例的な状況下になければ、株主ローンが株式として取り扱われるためには、全ての条件を満たさなけれ
ばならない。

16

事業会社が優先株を一般的に発行する地域（北米等）では、100%の資本性が付与される要件を満たす株主ローンの
発行は、稀かほぼないだろう。

17

経営陣のインセンティブを高めるなどの理由から、普通株式と株主ローンの保有比率に差が生じることがある。しかし、
利害の共有を確保するため、保有者が十分に重複していることをムーディーズは求める。

クロス・セクター格付手法：ハイブリッド証券のエクイティクレジット

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS

(4) 株主ローンに係る元利払いによる現金の流出に対する保護がなされていること
株主ローンの多くは、利払いを同等債務（Payment-in-kind、PIK）でのみ認めているが、一部には
現金による元利払いの形で株主への分配を認めているものがある。そうした分配は通常、支払
制限条項の条件を満たすことが条件となる。ムーディーズは、株主資本の調達が現金分配額
の増加につながらないことを求める。従って、支払制限条項においては、普通株式の配当と、株
18
主ローンに対する現金支払いを区別して考えてはならない 。
(5) 株主ローンの条件変更を行う場合、他の債権者の権利が保護されること
株主ローンや債権者間契約を含む、資金調達に関する契約書の条件変更が、 上記(1)-(5)の条
件に影響を与える場合には、上位債権者の過半数の承認、またはそれに相応する保護が必要
である 19。
100%の資本性の要件を満たした株主ローンの借入を織り込んで、初めて格付を付与した後、同ロー
ンのいずれかの条件が変更され、前述の要件に合致しなくなったとムーディーズが認識した場合、ム
ーディーズは、当該企業の調整後財務指標の算定において、株主ローンを 100%負債として取り扱
い、LGD 手法を適用する場合 LGD モデルの債務ウオーターフォールに含める。必要に応じて全ての
格付を調整し、当該企業の信用力および上位債務に関するムーディーズの見方の変化を反映する。
一部の資金調達においては、企業の上位債務がリファイナンスまたは返済された場合、債権者間契
約による制限が適用されなくなり、株主ローンの標準的なコベナンツ（デフォルト事由や期限の利益
喪失事由の発生を含む）が有効となることがある。そうした際に、当初の債権者間契約の保護がなく、
当該発行体がその後、新たな上位債務を発行する権利を有している場合には、債権者間契約や株
主ローン契約の具体的な条件を検討し、資本性を付与できない可能性がある。

ハイブリッド証券の格付
ハイブリッド証券の資本性の付与とは別に、ハイブリッド証券に格付を付与する場合もある。通常、高
い損失吸収能力の特徴を持つハイブリッド証券は信用リスクが高く、その点が格付に反映されている。
証券の違いや請求権の優先順位に基づく事業会社の証券格付のノッチングを説明したクロス・セクタ
ー格付手法を参照されたい。発行体がハイブリッド証券を活用する一部のセクターでは、ハイブリッド
証券のノッチング指針が、該当する業種別格付手法で説明されていることもある。また可変約定債
務（variable promises）を解説したクロス・セクター格付手法も参照されたい 20。
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18

レバレッジの高い企業における現金の早期分配は信用評価上ネガティブであり、債務の調整を行わない場合でもコー
ポレート・ファミリー・レーティングにマイナスの影響を及ぼすことがある。そうした現金分配は、キャッシュフローを考慮
する他の指標に反映され、財務方針の評価にも影響を与える。

19

それに相応する保護と考える際に、認められる変更は、 (i)事務上またはテクニカルな誤記といった瑣末な修正、または
(ii)上位債権者にとって大幅に不利ではないと、独立した第三者が判断するものに限られる。

20

業種別格付手法およびクロス・セクター格付手法のリンクについては、本稿の関連リサーチのセクションを参照されたい。
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付録
本格付手法の対象となる投資適格等級の発行体のハイブリッド証券に対するエクイティ
クレジットの上限 21
ムーディーズは、発行体の資本構成のなかで、ハイブリッド証券の発行に伴い得られるエクイティクレ
ジットの合計額に上限を設けている。その比率の算定式および上限は次の通りである。
ハイブリッド証券のエクイティクレジット
Hybrid Equity Credit

< 30%

Equity 調整後エクイティ
+ Hybrid Equity
(1) Credit
(1)

分子（ハイブリッド証券のエクイティクレジット）はそれぞれのバスケット分類に基づき、発行体のハイブリッド証券に付与されるエクイ
ティクレジットの合計額である。分母（調整後エクイティ）は、発行体の開示情報に基づくエクイティに、ムーディーズが標準的調整を
加えたものである。標準的調整の一例にハイブリッド証券に対するエクイティクレジットの調整があり、非標準的調整も加えることもあ
る。事業会社、金融機関の分析における標準的調整を解説したクロス・セクター格付手法を参照されたい。

上限適用の除外を検討されるハイブリッド証券は、実質的に、別な種類の普通株式ということになる。
普通株式は、従来とは異なる環境あるいはストレスのかかった状況下で、ハイブリッド証券より確実な
信用補完の源泉となるため、資本構成のなかで負債性のない証券の主要部分であることが多い。ム
ーディーズは、ハイブリッド証券は、上位債権者にとって、ストレス時のクッションとして有効であると考
えている。ただしこれは、より劣後する証券も含めた資本構成および比率にも影響される。しかし、株
式の持つ性質は単純で分かりやすい一方、ハイブリッド証券は、より複雑な条件や特徴が設けられて
おり、特にストレス時には予想外に作用することがある。
例えば、投資適格等級の発行体は、資本市場での調達能力を維持するため、ハイブリッド証券の利
払い繰り延べや見送りに消極的になることもある。株式の配当は企業の利益に応じて変動するが、
大半のハイブリッド証券の投資家には固定利息が支払われる。ハイブリッド証券の利払いは繰り延べ
られたり、完全に停止されたりすることがあるが、企業（特に投資適格等級の企業）は市場の期待に
応えるために、ハイブリッド証券の利払いを出来る限り継続し、深刻な財務難に直面した場合にのみ
繰り延べようとするだろう。また、ハイブリッド証券の利払いを停止した場合、投資家が発行体の信用
力の悪化に着目し、将来の資本市場での調達に制約となる可能性があるという懸念から、発行体は
利払い停止を先延ばしにする可能性もある。
エクイティクレジットの上限の適用
ハイブリッド証券のエクイティクレジットの上限は、本格付手法の対象となる投資適格等級の発行体
が発行するハイブリッド証券に適用され、普通株式との対比でハイブリッド証券のエクイティクレジット
を制限する一般的なガイドラインである。30%の上限は、発行体の資本構成についてのムーディーズ
の予想に基づき適用される。また、この上限は、ハイブリッド証券が、発行体の財務が困難に陥った
際、予想に反して柔軟性を高めることもなく、シニア債権者の損失を軽減しなかった事例も考慮して
いる。この 30%の上限は、ハイブリッド証券のパフォーマンスが予想に達せず、財務難の発行体に問
題が生じる可能性が高まる基準を想定したものである。この上限を超えて発行されたハイブリッド証
券にもバスケットの分類を行うが、財務指標の算定上、100%負債として取り扱われる。これによって、
将来、上限までの発行の余地が生じた場合にも、一貫したバスケット分類が維持される。
発行体のハイブリッド証券に付与されたエクイティクレジットの合計額が大きければ大きいほど、上限
までの追加発行可能額は小さくなる。例えば、調整後エクイティの残高が 14 億ドル（資本性を除く）
で、30%の上限が設定されている場合、資本性の上限は 6 億ドルとなる 22。ハイブリッド証券を発行
する場合、証券の発行額や関係する証券の組み合わせに関わらず、この上限が適用される。下表
はこの事例を詳述したものである。各バスケットに、資本性の上限が 6 億ドルとなるハイブリッド証券
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21

本稿の「本格付手法の適用範囲」のセクションを参照されたい。

22

上記に定義された基準比率を用いて、利用可能な資本性の上限を算出する。ここでは X/(1,400+X)=30%に該当する数
値として X が 600（単位：百万ドル）と導かれる。
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の発行基準額が示されている。また、証券額面を 10 億ドルと想定し、上限の範囲内で、各バスケッ
トに付与される資本性の額も示した。
図表 5

ハイブリッド証券のエクイティクレジットの上限
（単位：100 万ドル）
調整後エクイティ（ハイブリッド
証券の資本性を含まない）

ムーディーズの
バスケット

資本性

エクイティ
クレジットの
上限額*

発行
上限額**

額面金額
（例）

付与される
エクイティ
クレジット***

$1,400

A

なし

なし

$1,400

B

25%

$600

$2,400

$1,000

$1,400

C

50%

$600

$1,200

$1,000

$500

$1,400

D

75%

$600

$800

$1,000

$600

$1,400

E

100%

$600

$600

$1,000

$600

制限なし† 制限なし†

†

バスケット A のハイブリッド証券には資本性が付与されないため、事実上、制限はない。

*

上記で定義された基準を用いて、利用可能な資本性の上限を算出している。具合的には、600/（1,400+600）＝30%となる。

なし
$250

** 発行上限額は、資本性が付与されるハイブリッド証券の合計額の上限を示す。バスケット B については、基準は$600/0.25=$2,400 で
ある。
*** 発行されたハイブリッド証券の額面（10 億ドル）を、対応するバスケットの資本性で乗じ、$600 の上限内で付与可能なエクイティクレジ
ットを示したもの。上記の例では、バスケット D と E が$600 の上限の影響を受ける。

上記の例をみると、上限に達するまで、企業が資本構成におけるバスケット B のハイブリッド証券を発
行できる余地は、理論的には大きくみえる。しかし、負債性の割合が高いハイブリッド証券を大量に発
行すれば、エクイティよりも負債の割合が増加するため、レバレッジ比率が上昇する。
図表 6 に、本格付手法の対象となる投資適格等級の発行体の上限と調整後エクイティの算定方法
をまとめた。
図表 6

30%の上限の算定

数式

ハイブリッド証券のエクイティクレジット / 調整後エクイティ ≤ 30%

分子

以下の合計：
発行体の各ハイブリッド証券の金額を、ハイブリッド証券のバスケットに対応する資本性で乗じたもの

分母

調整後エクイティ = 開示情報に基づく株主資本
+/- ムーディーズの標準的調整（ハイブリッド証券の資本性を含む）
+/- 非標準的調整

場合によっては、貸借対照表上の株主資本と、実質的な株主資本価値との間に大きな差異がある
事例もある。例えば、貸借対照表上の株主資本はマイナスだが、継続して純利益およびキャッシュフ
ローが創出されており、実質的な株主資本価値が大幅に高いとみられる場合がある。貸借対照表上
の株主資本が極めて小さい、あるいはマイナスの場合、上記の比率における開示情報に基づく株主
資本の代替値として、EBITDA 倍率を用いて企業価値を算出し、調整前株主資本を導くことがある 23。

23
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株主資本が過小またはマイナスの企業については、ムーディーズは通常、「6 X EBITDA - 総負債＋繰延税金資産＋
少数株主持分」を開示情報に基づく株主資本の代替指標として用いる。
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ムーディーズの関連リサーチ
クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一部の状況では、信用
格付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法のリストは
こちらを参照されたい。
信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、こちらを参照されたい。
「格付企業と定義」については、こちらを参照されたい。
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