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本 格 付 手 法 は 、 2015 年 12 月 23 日 発 行 の “Captive Finance Subsidiaries of
Nonfinancial Corporations” （日本語版「事業会社の金融子会社」2016 年 4 月 11 日
発行）を代替するものである。一部の古い参照をアップデートし、一部の発行体固有の
情報を削除した。

概要
本格付手法では、事業会社とそれが信用補完を行う金融子会社との関係を評価する
ためのムーディーズのアプローチについて説明する 1。金融子会社は親会社のディー
ラー網とリテール顧客に融資を提供することにより、親会社の製品およびサービスの販
売をサポートする。金融子会社がこの機能を果たすためには、資本市場から継続的に
資金調達できることが重要である。従って、親会社である事業会社は、自らの利益の
ために金融子会社に財務面でのサポートを提供する強いインセンティブをもつとムー
ディーズはみている。多くの事例で、金融子会社の格付は、親会社の格付と同水準ま
で引き上げられている。ほぼ全ての事例で両者の格付が同水準となっているのは、親
会社の中核事業にとって金融子会社が非常に高い戦略的重要性を持つというムーデ
ィーズの見解を反映しているためである。ただし、ムーディーズは一定の形式をとるサ
ポート構造も考慮して評価を行う。こうしたサポートは、保証、サポート契約、親会社に
よる金融子会社のための具体的な行動に示される。本格付手法では、そうしたサポー
トが金融子会社の格付に与える影響を評価する際のムーディーズのアプローチを解説
する。また、サポートを提供する親会社である事業会社の信用力に与え得るマイナス
の影響に関するムーディーズの定性的評価についても説明する。
親会社である事業会社のファンダメンタルな信用力（金融子会社を考慮しない）の評
価は、当該親会社の業種ごとの格付手法に従う。金融子会社の単独での信用力の
評価は、ファイナンス・カンパニーの格付手法 2に示した一般的な原則に従うが、金融
子会社の格付に対するムーディーズのアプローチは、他のファイナンス・カンパニーと
は大幅に異なる点に留意されたい（詳細については付録 C を参照されたい）。関連す
る他の格付手法と併せ、本格付手法では金融子会社の信用力が、より信用力の高い
親会社からの暗黙あるいは契約上のサポートによってどう恩恵を受けるか、親会社で
ある事業会社の格付が、金融子会社に金融支援を提供する潜在的な必要性によっ
てどう圧迫されうるかを説明する。

1

今回のアップデートは、特定の要件が充足されるまで一部の法管轄域において適用されない場合が
ある。

2

詳細については、関連リサーチのセクションからファイナンス・カンパニーの格付手法を参照されたい。
金融子会社の中には銀行として規制され、小口預金を取り扱っている会社もある。これら銀行業として
分類される金融子会社の単独での信用評価は、銀行格付手法に記載の原則に従う。銀行格付手法も
関連リサーチのセクションから参照できる。
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本格付手法は、ムーディーズの格付に反映される全ての要因を網羅的に取り扱うものではないが、
ムーディーズが金融子会社に対してどのようにして格付を付与し、金融子会社に関する想定が親会
社の格付にどのような影響を与えうるかについての理解の一助となるはずである。本稿は、ムーディ
ーズの従来のアプローチを一部精緻化したうえで明確化したものである。
分析ではまず、事業会社と金融子会社の単独での信用力の差を評価する。事業会社の信用力は、
自動車業界の格付手法 3などの該当業種の格付手法を用いて評価する。金融子会社の単独での
信用力評価は、ファイナンス・カンパニーの格付手法 4の一般的な原則に従う。
金融子会社単独の信用力を推定した後、親会社から提供されるサポートを考慮した結果、金融子
会社の格付をどの程度引き上げるかを主観的に評価する。ここでは、子会社の戦略的重要性、特に
子会社事業が親会社の中核事業にどの程度必要不可欠であるかに重点を置く。また、保証やサポ
ート契約、あるいはサポート提供の意思を示す親会社の他の行動も考慮する。
ムーディーズは、金融子会社へのサポートが親会社である事業会社の信用力を低下させるかどうか
も定性的に判断する。これは完全に定性的な判断である。一部のケースでは、金融子会社が資本
不足あるいは流動性不足に陥る可能性を定量的に推定することが有用と考えられるかもしれない。
他のケース、特に提供される可能性のあるサポートが親会社の資金力からみてそれほど多額ではな
いとムーディーズが判断した場合には、定量的な推定を行う必要性はないと判断する可能性がある。
本稿では、親会社とその金融子会社の格付の相互関係を評価するにあたって最も重要な考慮事項
を説明する。但し本稿に示した評価は、格付に反映される全ての考慮事項を含めることを意図したも
のではない。巻末の付録には、一般的な水準のサポート、および子会社が親会社の信用力を低下さ
せる度合いを、本稿掲載のワークシートを用いてどのように推定するかを示す具体的な例を掲載した。
しかし、これは説明のための例であり、ムーディーズの評価はワークシートを使用せず定性的に行わ
れることが多い。本格付手法は、事業会社とその金融子会社の格付においてムーディーズのアナリ
ストが考慮する全ての要因を網羅的に議論することを意図したものではない。金融子会社が資本お
よび流動性を必要とする可能性は、金融子会社に起因して親会社が直面しうるリスクを評価する際
の重要な考慮事項の一部であって、全てではない。
本稿で主に取り上げる点は次のとおりである。

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。
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»

格付対象の概観

»

事業会社とその金融子会社の格付の関係を判断する定性評価を行うための主な考慮事項の
説明

»

親会社である事業会社（"ParentCo"）のプルダウン評価の例（付録 A）

»

事業会社の金融子会社（"CaptiveSub"）へのサポート評価ワークシートの適用例（付録 B）

3

セクター別格付手法へのリンクは関連リサーチのセクションに掲載されている。

4

詳細については、関連リサーチのセクションからファイナンス・カンパニーの格付手法を参照されたい。
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格付対象について
重要な金融子会社をもつ事業会社ポートフォリオの説明
本格付手法の適用対象は事業会社の金融子会社である。本格付手法が適用されない金融子会
社を持つ事業会社も多く存在する。多くの場合、金融事業の規模はそれほど大きくないため、金融
子会社についての詳細な開示は行われず、金融子会社個別の財務報告も行われない。他のケー
スでは、通常であれば金融子会社が行う事業を事業会社が直接手掛けている。そのようなケースで
は、事業会社を格付が同水準の同業他社と比較する際に、金融子会社が親会社の財務プロファイ
ルに与える影響を推定する場合がある。
本格付手法が適用される事業会社とその金融子会社が通常用いる基本的な組織構造および資金
調達構造として次が挙げられる。
»

親会社と金融子会社が独立して資金調達を行う構造: この構造では、事業会社と金融子会
社が法的に独立した企業であり、両社は資金調達業務も市場での調達も独立して行っている。
これは最も多くみられる構造であり、親会社は、サポート契約または保証の形で金融子会社に対
する信用補完を提供するため、この構造をもつ企業が、本格付手法の主な適用対象である。多
くの場合、金融子会社は親会社の完全保有子会社である。

»

子会社と親会社の両方に資金を供給するコンデュイット型資金調達構造: この構造では、事
業会社と金融子会社は法的に独立した企業だが、事業全体の資金調達は、資金調達を一括し
て行う組織を通じて行われる。親会社、またはさまざまな資金調達コンデュイット子会社（親会
社による保証付き）は資本市場で債務を発行し、その資金を金融子会社および事業会社に内
部貸出を通じて供給する。これは、欧州の事業会社に一般的にみられる構造である。こうした企
業については、本格付手法のアプローチにより、親会社と金融子会社それぞれの信用リスクをム
ーディーズがどう評価するかを説明し、金融子会社が全体の格付をどの程度圧迫するかを検討
する。

大規模な金融子会社をもつ事業会社の一般的な特徴
»

大規模な金融子会社をもつ事業会社は、確立されたセカンダリー・マーケットのある大型耐久財
のメーカーであることが多い。自動車、トラック、航空機、建設機械、農業機械などがこれにあた
る。こうした製品の特徴により、製品購入者への一定期間の与信の必要が生じ、金融子会社を
設立する必要が出てくる。

»

多くの場合、事業会社は、自社製品専売のディーラー網を通じてエンドユーザーに製品を販売
しており、ディーラーが在庫を購入する資金を融資する必要があることが、金融子会社を設立す
るもうひとつの理由である。

»

事業会社の製品を扱うディーラーおよび購入者にとっては、銀行および独立系ファイナンス・カ
ンパニーから資金調達を行うという選択肢も、多くの場合ありえる。しかし、金融子会社はしばし
ば、有利な条件での融資プログラムの提供（例えば、自動車メーカーの金融子会社は親会社か
らの補助により、低金利のローンを提供している）や、残価リスクの管理、その他、融資関連のテ
クニカルな問題への対処において優位にある。事業会社も、販売促進や、より良好な顧客管理
のために、販売金融事業への参入を選択することが多い。

»

事業リスクが有効に管理されている場合、金融子会社は重要な収益貢献を行い、親会社に対
する確実な配当を行うことができる。しかし、査定基準や資金調達構成が慎重に管理されてい
ない場合、金融子会社が事業会社にとって大きな財務負担となる可能性もある。

»

金融子会社は、資産と負債のデュレーションのマッチングを図っているが、金融子会社の多くは
短期資金に大きく依存しており、債務市場の混乱期にはそれが大きなリスクを生むことがある。

金融子会社の数、および各子会社に対するサポートの仕組みに関わらず、グループの金融サービス
事業を総合的にみて、親会社の格付へのマイナスの影響を評価する。連結財務諸表の中で、事業
会社とは別に金融サービス事業全体の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の情報
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が開示されていれば、この評価がやりやすくなることが多い。親会社の格付への圧迫度を評価するに
あたり、ムーディーズは、金融サービス事業全体が親会社に与えているとみられる財務負担を考慮
する。子会社の格付への上乗せ分を評価する際は、各金融子会社に対する具体的なサポートの仕
組みをみる。各子会社に対するサポートの強さ、および親会社にとっての当該子会社の戦略的重要
性によって、同一の親会社の金融子会社間で格付が異なることもありうる。しかし、重要性が相対的
に低い金融子会社をもつことはコスト上、一般に非効率であるため、こうした例は頻繁には生じないと
ムーディーズはみている。
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本格付手法について
本稿は、次にまとめた 4 つのセクションから構成される。

1. ムーディーズのアプローチの概観
本格付手法では、以下のような主観的評価を行う際、考慮する主要事項を説明する。
»

親会社単独での信用力（当該業界の格付手法を用いて評価）と金融子会社の単独での信用
力の違いの評価

»

金融子会社へのサポートを行う場合、親会社の格付が圧迫される可能性の評価

»

親会社サポートによる金融子会社の信用力向上の度合いの評価

2. ムーディーズのアプローチと使用する可能性のある分析ツールの解説
このセクションでは、主要な考慮事項を解説する。金融子会社の信用評価の引き上げ、および親会
社の信用評価の引き下げの判断の際、用いることのできる分析ツールについて説明する。
金融子会社の親会社単独での信用力を評価するにあたり、ムーディーズはまず、対象企業の事業
会社部門単独の財務情報を用い、該当業種の格付手法のスコアカードを適用する。
金融子会社の単独での信用力を評価する際には、ファイナンス・カンパニーの格付手法 5に示した
一般的な原則に従う。ただし、金融子会社に対するムーディーズのアプローチは、他のファイナンス
会社に対するものとは大きく異なる（付録 C 参照）。
金融子会社が親会社の信用力をどの程度圧迫するかを評価する際には、親会社が金融子会社に
提供する流動性および資本注入により、親会社の格付手法のスコアカードが示唆する格付が、どの
程度変化するかを検討する場合がある。ただし業種ごとの格付手法で説明しているように、スコアカ
ードが示唆する親会社の格付は、実際に付与された格付とは一致しないこともあり、分析を行う上で
の出発点にすぎない。こうした相違が生じる理由として、スコアカードに反映されない分析上の考慮
事項があることや、スコアカードで用いる分析上のウェイトは全ての企業にあてはまるものではなく、平
均的なウェイトを推定したものであること、過去の情報を用いて推定したスコアカードの格付は将来の
見通しを反映した実際の格付とは異なることなどが挙げられる。そのため、ムーディーズは、親会社
の格付への潜在的な圧迫を評価する際には、スコアカードが示唆する格付がどのくらい変化するか
に注目する。すなわち、スコアカードが示唆する親会社の格付を、流動性および資本の必要性の調
整を織り込んだ後のスコアカードが示唆する格付と比較するのである。
金融子会社の信用力の引き上げを判断する際、通常最も重要なのは、子会社にサポートを提供す
ることで親会社自身が得られる経済的利益の内容と、その重要性に対する主観的な評価である。こ
れによって、子会社の格付への上乗せ幅を決定する。この評価を系統的に行うために、本稿に掲載
したワークシート（図表 3）を用いることがある。この際、サポート契約やサポートの取り決めも考慮に入
れる。親会社のサポートが強固と評価されれば、金融子会社に付与される格付は親会社の格付と
同等となる可能性が高い。サポートがさほど確実でないと評価されれば、金融子会社に付与される
格付は親会社の格付からノッチダウンされるか、単独での格付からは引き上げられても親会社の格
付は下回る可能性がある。
事業会社と金融子会社の単独での信用力の評価に用いられる情報は、基本的に各社の財務諸表
に含まれる情報、業種および同様の企業に関するその他の情報、アナリストによる観察結果および
推定である 6。

5

AUGUST 20, 2019

5

詳細については、関連リサーチのセクションからファイナンス・カンパニーの格付手法を参照されたい。

6

詳細については、関連リサーチのセクションから「事業会社の分析における財務諸表の調整」のクロス・セクター格付手
法を参照されたい。
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3. 説明のための例
このセクション（付録 A および B）では、グローバルな自動車メーカーを例として、親会社である事業
会社（"ParentCo"）とその金融子会社（"CaptiveSub"）との関係を要約した表を掲載する。

4. 格付手法の想定と限界、およびスコアカードに含まれない格付上の考慮事項
このセクションでは、親会社格付けの引き下げについての分析の限界、サポート契約の恩恵を評価
する際に考慮する可能性のある要因、および格付手法の限界と主な前提について述べる。

ムーディーズのアプローチの概観
事業会社とその金融子会社の格付の相互関係の分析では通常、主に次の 3 つの点を評価する。
»

親会社と金融子会社の単独での信用力の評価
金融子会社と親会社である事業会社の信用力の相互関係を評価するには、それぞれの単独で
の信用上の強みと弱みの全般的な理解が重要である。金融子会社のリスクと弱みの理解は、
金融子会社が親会社に財務支援を求める可能性の度合いを推定するために必要である。同様
に、事業会社の信用プロファイルを把握することによって、金融子会社において必要となった場
合に財務支援を提供する能力を検討することが可能となる。

»

親会社のサポートによる金融子会社の信用力の引き上げの評価
金融子会社が親会社から受ける財務サポートは、財務リスクを低減し、信用力を高める。このサ
ポートは、親会社から子会社に対する保証またはサポート契約の形で提供されることが多い。た
だし、親会社が金融子会社をサポートする事業上および経済上の動機を把握するため、契約
上の取り決め以外についても検討することが重要である。ムーディーズは、保証の評価に関する
従来からの分析や、サポート契約の特徴の評価に基づき、親会社の金融子会社へのサポートの
強さ、および金融子会社の単独での信用力からの引き上げ幅の評価を行う。

»

金融子会社へのサポートを行った場合、親会社の格付が圧迫される可能性の評価
資本または流動性不足に見舞われている金融子会社に財務支援を提供する必要性が潜在的
に存在していれば、親会社の信用力にマイナスの影響を与えることがある。親会社の販売金融
において金融子会社が重要な役割を果たしている場合、親会社は金融子会社にサポートを提
供するインセンティブを持つ。ムーディーズは一部のケースでは、格付判断に用いる情報の一つ
として定量的推定を行う。このような定量的推定は、親会社が金融事業の資本不足または流動
性不足へのサポートを求められることを前提としている。これに必要となる金額が親会社の資金
力からみて多額である場合、親会社のスコアカード（当該業種の格付手法のスコアカード）に試
算に基づく調整を加え、金融事業部門に提供する必要のある資本または流動性を反映させる。
次に、資本サポートまたは流動性サポートを調整した親会社のスコアカードが示唆する結果を、
これらの調整を行わない場合の結果と比較する。
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ムーディーズのアプローチの解説
I. 親会社と金融子会社の単独での信用力の差についての評価
この要因を重視する根拠
事業会社の財務分析は、ファイナンス・カンパニーの分析とは大きく異なるため、事業部門と金融子
会社を連結ベースで単純に分析すると、信用力について非常に間違った印象を与えかねない。例
えば、事業部門と金融子会社の合算ベースの貸借対照表は、金融子会社をもたない事業会社に
比べてレバレッジが高いようにみえることがある。しかし、事業を区分してみると、金融事業に関わる
高水準の債務は資産の性質からみて適切であり、事業部門のレバレッジはさほど高くないことが明ら
かとなる。従って、事業部門と金融子会社の単独での信用力の差を評価することが重要である。す
なわち、親会社のサポートを考慮しない金融子会社自身の信用力を評価し、金融子会社を連結し
ないベースでの事業会社の信用力を別途評価するということである。
評価方法
»

付録 A は、グローバルな自動車メーカーを例に、親会社である事業会社（"ParentCo"）の単独で
のスコアカードが示唆する格付と、それに流動性提供および資本提供を求められた場合の調整
を加えた格付を比較したものである。ここでは、自動車業界の格付手法 7 のスコアカードを
"ParentCo"に適用して得られる 3 つの異なる結果、すなわち（1）"CaptiveSub"を非連結とした
"ParentCo"の財務数値を用いた結果、（2）金融子会社への資本提供を想定した調整を加えた
結果、（3）金融子会社への流動性提供を想定した調整を加えた結果、を掲載している。

»

金融子会社の単独での信用力評価は、ファイナンス･カンパニーの格付手法 8で説明される一
般的な原則に従って行う。ただし、金融子会社に対する格付アプローチは、他のファイナンス･カ
ンパニーに対するものとは大きく異なる（詳細については付録 C を参照）。金融子会社と親会社
の間には多くの相互関係があるため、金融子会社が真に「単独の」事業体となることは考えにくく、
アナリストによる金融子会社の単独での信用力の推定は、実際の格付を表してはいない。それ
は、サポートを含む金融子会社の定性的な格付評価を行う上で有用な情報となる理論上の構
成要素にすぎない。

一般的に、金融子会社の単独での信用力の推定では、その特徴の多くは、投機的等級または投資
適格等級下位に相当すると判断されることが多い。

II. 金融子会社へのサポートが必要となる可能性により、親会社の格付が圧迫される可
能性の評価
この要因を重視する根拠
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»

自動車、建設機械、航空機といった大型の資本財を生産する事業会社にとって、金融子会社
の所有は、販売・流通プロセスの重要な要素であることが多い。金融子会社は、ディーラーへの
販売金融の提供を通じた事業会社への販売支援や、小売販売金融やリース・ファイナンスを通
じたエンドユーザーへの販売促進を行っている。金融子会社を保有することは、景気が低調な
時期においては特に、顧客に有利な条件の融資を提供することで販売数量を支えるため、事業
会社にとって有益である。従って、金融子会社をもつことを選択した企業には通常、金融子会社
に継続的なサポートを提供する相当のインセンティブがある。

»

一方で、金融子会社の事業は、ポートフォリオの資金調達のために多額の資金調達を行わなけ
ればならないことから、重大なリスクも伴う。金融子会社が競争力のある資本コストを維持できな
ければ、他の資金提供者との競争において優位に立つことはできない。また、信用損失が循環
的に上下するリスクや、リース資産の残価リスクによって、金融子会社は、親会社に収益変動要
因をもたらしうる。

7

詳細については、関連リサーチのセクションから自動車業界の格付手法を参照されたい。
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»

資本市場で親会社の事業の重要な一部であるとみなされる金融子会社にサポートを提供しな
かった場合、親会社に重大なレピュテーション・リスクが生じ、親会社自身の資本市場での調達
能力にもマイナスの影響を与えうる。

評価方法
親会社の格付に加わり得る圧力は、特に提供される可能性のあるサポートが親会社の資金力から
みて多額ではないとみられる場合、定性的に評価される。また、定量的にサポートを推定する場合も
ある。その際、次の 2 つの方法を用いて、サポート調整後のスコアカードが示唆する格付を導出する。
»

必要資本の評価
必要資本の評価では、ムーディーズは、金融子会社の目標レバレッジに照らした、資本不足額
を推定する。目標レバレッジの算定には、ファイナンス・カンパニーで一般的に用いられるレバレ
ッジ指標である、有形普通株主資本（TCE）の有形管理資産（TMA）に対する比率を用いる。目
標レバレッジは企業の事業により異なるが、一つの指針として、ファイナンス・カンパニーの格付
手法 9に基づき、以下のような格付水準ごとの TCE/TMA のレンジを挙げる。
格付水準

目標とする TCE/TMA の一例

Aa/A

≥16%

Baa

12% - 16%

Ba

8% - 12%

B

4% - 8%

Caa

<4%

この表を用いる際には、金融子会社は財務サポートを提供する親会社と同水準まで自社の信用力
を向上させようとするケースが大半を占めるという前提の下、親会社の格付レンジに対応する目標
値に着目する。従って、例えば、仮想の事業会社"ParentCo"の実際の格付が A2 とすると、金融子会
社"CaptiveSub"の目標 TCE/TMA 比率は 16%となる。重要なのは、各事例はそれぞれの固有の状況
に応じて評価しなければならないため、アナリストは、金融子会社の目標 TCE/TMA 比率を選択する
際に、発行体固有の特徴を考慮するということである。この例の"CaptiveSub"において、その資産タイ
プのアフターマーケットの規模が限定的であるか、中古資産の価値の変動性が従来高いといった理
由から、抱えるリスクが平均以上であると判断された場合、アナリストは、リスクが高い分、高水準の
資本準備が必要との見方から、目標 TCE/TMA 比率を 20%とする場合もあるだろう。
目標 TCE/TMA 比率を用いて、金融子会社の資本構成における資本不足額を算定する。先の例の
"CaptiveSub"の資本不足額は次のように推定される（単位：百万ドル）。
$1,600

"CaptiveSub"の有形普通株主資本（TCE）

$13,000

"CaptiveSub"の有形管理資産（TMA）

12.3%

実際の TCE/TMA

16%

目標 TCE/TMA

$2,100

必要有形普通株主資本

$500

"CaptiveSub"の資本不足額

次に、この不足分が親会社からの資本提供によって補填され、親会社はその資本提供分を新規債
務の発行によって賄うと想定する。この増加した債務水準を用いて、親会社に適用される業種別格
付手法のスコアカードを再適用する。先の例で、5 億ドルの債務増加が"ParentCo"にとって大きな額
でなければ、スコアカードが示唆する格付は影響を受けないかもしれない。逆に、債務増加が全体の
信用プロファイルにとって大きい場合、"ParentCo"のサポート調整後のスコアカードが示唆する格付が、
1 ノッチ以上、引き下げられる可能性がある。
次の表は、"ParentCo"への業種別格付手法のスコアカードの適用がどのように影響を受けるかを示し
た例である。"ParentCo"は自動車業界の格付手法 10に従って格付が付与される企業と想定する。
"CaptiveSub"の資本不足額が、新規借入を用いて"ParentCo"によって補填される場合、次に示すよう
に、"ParentCo"のスコアカードが示唆する格付は、A2 から A3 に引き下げられる。
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図表 1

金融子会社からの資本要請に関する推定調整を加えた親会社のスコアカードの例
2014 年 12 月 31 日時点の実績に
資本要請についての推定調整を
2014 年 12 月 31 日時点の実績

示唆される
格付

Aa

Aa

Aa

A

$15.00

A

15.00%

A

15.00%

A

8.18x

A

7.63x

Baa

10%

1.72x

A

1.84x

Baa

10%

33.00%

Baa

29.10%

Baa

10%

15.00%

A

13.20%

Baa

10%

A

A

A

20%

Aa

20%

$15.00

主要要因

個別要因

事業プロファイル

事業プロファイル

規模

売上高(10 億ドル)

収益性

EBITA マージン

10%

EBITA/支払利息

10%

有利子負債/EBITDA
リテインド・キャッシュフロー/
純有利子負債
フリーキャッシュフロー/
有利子負債

レバレッジとカバレッジ

財務方針

ウェイト

財務方針

100%

スコアカードが示唆する格付

»

加えたもの
サブ要因

サブ要因

示唆される
格付

A2

A
A3

必要流動性の評価

金融子会社が流動性サポートを要請した場合、それが親会社に与える影響を評価する際にも同様
のプロセスをたどり、親会社のスコアカードが示唆する格付にどう影響を与えるかを評価する。
金融子会社は通常、資産の平均デュレーションと負債の平均デュレーションをおおむねマッチさせる
よう取り組んでいる。しかし、金融子会社のポートフォリオの平均期間は 3 年程度にすぎず、資本構
成には多額の短期債務が含まれる。従って、アナリストは、連結ベースでの流動性の計画策定プロ
セスを把握したうえで、金融子会社からの流動性要請が親会社に与える影響の度合いを推定する。
企業グループによって、流動性管理の方法は大きく異なる。金融子会社が多額のキャッシュポジシ
ョンを保持している場合や、親会社とは別の銀行信用枠を保持している場合もある。また、親会社が
信用枠の一部を金融子会社に割り当てている場合や、代替流動性の原資の全てを親会社レベルで
管理している場合もある。そのため、この格付手法の目的のためには、ムーディーズは親会社である
事業会社とその金融事業の連結ベースでみた流動性に注目する。アナリストは、流動性リスクの評
価手法とファイナンス・カンパニーの格付手法の両方を適用して、グループ全体の代替流動性の計
画を評価し、その後、金融子会社が親会社に要請する流動性サポートの額を推定することがある 11。
金融子会社が最も必要とする資金は通常、向こう 12 カ月から 24 カ月の間に期限が到来する金融
債務の手当てである。ただし、ムーディーズは、金融子会社が締結した長期資金契約や、ポートフォ
リオ拡大に伴う必要性（特に、景気拡大期において金融子会社が親会社から製品販売資金の拡大
を求められ、それがポートフォリオの拡大につながる場合など）などの、他の必要資金についても考慮
する。
金融子会社が事業運営に必要な基本的水準を上回る多額の現金を保有していることがある。その
場合、親会社への現金要請額を推定するため、ムーディーズは必要現金額（12 ヵ月以内に満期と
なる負債など）からその現金残高を差し引く。金融子会社が、親会社とは別に長期の信用枠を確保
している場合、ムーディーズはそれを金融子会社の資金源とみなす。信用枠が親会社と共有されて
いる場合は、それを金融子会社の独自の資金源とはみなさず、親会社が金融子会社への資金提供
を行う際に使用する可能性のある資金源とみなす（これはより保守的なアプローチである）。親会社
への資金要請の可能性を評価する目的上、このように保守的なアプローチが適切である。ポートフォ
リオの縮小は、親会社が金融子会社の縮小について具体的な戦略を示している場合以外、通常は
金融子会社の主要な流動性源とはならないとムーディーズは考えている。一般的なルールとして、
金融子会社は親会社の販売活動を支えることを期待されるため、金融子会社の縮小に関する具体
的な戦略がない限り、ポートフォリオの縮小による回収資金は、新規の売掛債権組成の際に金融子

11
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詳細については、関連リサーチのセクションから流動性リスク評価の一般原則のクロス・セクター格付手法、およびファ
イナンス・カンパニーの格付手法を参照されたい。
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会社によって再投資される。従って、通常、ポートフォリオの縮小は金融子会社の流動性源とはみな
さない。
多くの親会社が、多額の流動性ポジションを維持する理由のひとつが、必要となった場合に金融子
会社に流動性サポートを提供できるよう備えることである。そのため、親会社の余剰現金（通常、売
上高の 3%を超える額）を、金融子会社の必要流動性額から差し引く。これによって、親会社が追加
の債務発行によって資金を調達する必要のある純額が推定できる。その調達方法は、グループが
確保している銀行信用枠の使用や、他の形での資本市場での債務発行となる可能性もある。その
方法に関わらず、これらの借入は本分析上、親会社レベルでの債務増加として取り扱われる。
この分析で、親会社の現金残高および債務残高の変化が生じれば、必要資本の評価と同様、スコ
アカードの推定調整を行う。例として、"CaptiveSub"の"ParentCo"に対する流動性の要請が 16 億ドル
とし、"ParentCo"は余剰流動性ポジション（売上高の 3%を上回る現金）10 億ドルを保有するとすれば、
"ParentCo"が"CaptiveSub"の不足分を補填するために必要な追加借入額は 6 億ドル（16 億ドル-余剰
現金 10 億ドル）となる。スコアカードを再適用する際、ムーディーズは"ParentCo"の指標を、10 億ドル
の現金を差し引き、6 億ドルの債務を加算して調整する。
このアプローチにより、"CaptiveSub"の流動性要請が"ParentCo"の信用プロファイルに与えうる影響の
度合いが示唆される。これらの調整を"ParentCo"のスコアカードに行った場合、スコアカードが示唆す
る格付は次のように 1 ノッチ低下する。
図表 2

金融子会社からの流動性要請についての調整を加えた親会社のスコアカードの例
2014 年 12 月 31 日時点の実績に
流動性要請についての推定調整を
2014 年 12 月 31 日時点の実績

加えたもの

サブ要因

示唆される
格付

サブ要因

示唆される
格付

20%

Aa

Aa

Aa

Aa

（10 億ドル）

20%

$15.00

A

$15.00

A

EBITA マージン

10%

15.00%

A

15.00%

A

EBITA/支払い利息

10%

8.18x

A

7.44x

Baa

有利子負債/EBITDA

10%

1.72x

A

2.05x

Baa

リテインドキャッシュフロー/
有利子負債

10%

33.00%

Baa

22.70%

Ba

フリーキャッシュフロー/有利
子負債

10%

15.00%

A

12.80%

Baa

10%

A

A

A

A

主要要因

個別要因

事業プロファイル

事業プロファイル

ウェイト

売上高

規模
収益性

レバレッジとカバレッジ

財務方針
スコアカードが示唆する格付

財務方針
100%

A2

A3

親会社である事業会社のスコアカードに資本再配分および流動性要請の調整を加える際には通常、
試算に基づく 2 つの結果のうち低い方により高いウｪイトを置く。"ParentCo"の例では、業種別格付手
法の推定調整を行った結果、資本の再配分の調整でも、流動性要請の調整でも、格付は 1 ノッチ
低下した（スコアカードが示唆する格付が A2 から A3 に低下）。しかし、親会社の格付を引き下げる
かどうか、どの程度引き下げるかは、最終的には定性的判断によって決定され、いずれかのアプロー
チから示唆される引き下げとは一致しないことがある。
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III 親会社のサポートによる金融子会社の信用力の引き上げの評価
この要因を重視する根拠
金融子会社の信用力評価においては、親会社と金融子会社の事業上の関係、および契約上の関
係を理解することが重要である。金融子会社は、事業会社のマーケティングおよび販売戦略におい
て重要な役割を担うため、金融子会社の信用力は、親会社がサポートを提供する能力と意思により
直接の影響を受ける。ムーディーズは、親会社と金融子会社の間に存在しうる、保証またはサポート
契約の形での契約上のサポートを考慮する。しかし、強力な保証が提供されていない場合、サポート
契約の重要性は、親会社と金融子会社の間の事業上の関係と、これによりサポートを提供する意思
がどの程度強くなるかについての評価よりも低いものとなる。
評価方法
金融子会社に対する親会社のサポートは明示的な場合がある。無条件の保証、サポート契約、事
業運営契約が存在する場合がこれに当たる。逆に、こういったものよりサポート提供の確約がより不
明確な場合もある。念書、金融子会社についての経営陣による公的な表明、金融子会社の運営に
関する経営陣のこれまでの姿勢、といったものがこれに当たる。完全な保証で、完全な信用代替に
求められる要件を満たしたものである場合、評価プロセスは比較的単純である。一方、保証に一定
の欠点がある場合、ムーディーズは、親会社が金融子会社をサポートするモチベーションを評価す
る手段として、親会社と金融子会社の事業上の関係を最重要視することが多い。サポート契約の場
合は、その契約条件、および親会社が子会社をサポートするモチベーションとなりうる両者の事業上
の関係について定性的に評価する（図表 3）。念書などの弱いサポート形態は通常、ムーディーズの
分析には全く影響を与えない。サポート契約や保証がない場合でも、ムーディーズは親会社と金融
子会社の関係、および親会社がサポートを提供する意思を評価する。サポートが提供される可能性
が高いが、親会社がその意思を保証、サポート契約あるいは業務契約によって証明していない場合
でも、金融子会社の信用力は引き上げられる可能性があるが、親会社の格付に近い水準にはなら
ないと考えられる。
以下のセクションでは、親会社から金融子会社に対する保証およびサポート契約をムーディーズがど
う評価するかをより詳細に説明する。
保証の評価
保証に対するムーディーズの評価は、信用代替アプローチに基づく取引の格付手法
よりよく理解できる。保証の基本原則は次のように定義されている。

12

を参照すると、

»

保証が取消不能で無条件であることが明示されていること

»

保証が対象債務の完全かつ適時の支払いを約束するものであること

»

保証が回収のみならず支払いをカバーするものであること

»

保証が偏頗譲渡、詐欺的譲渡、返還・履行拒否された支払い（あるいは「クローバック」）をカバ
ーするものであること

»

保証人が全ての抗弁措置を放棄すること

»

保証の期限が原債務の期限まで延長されること

»

保証が保証人に対して拘束力をもつこと

»

保証人による、保証の移転、譲渡、修正が、保証による信用補完の低下につながらないこと

»

保証の執行の強制に寛容な準拠法に基づいていること

保証がこれらの基本原則とは異なる場合、ムーディーズは、保証人である親会社が、金融子会社の
信用力および事業の継続性を維持するインセンティブをもち、それが保証の契約上の欠点を補うに
十分であるか否かを検討する。ムーディーズが検討する要因には（これに限らないが）、ａ）両者の事
業の結びつきの度合い、ｂ）金融子会社の事業の親会社にとっての重要度、およびｃ）保証付き金融

12
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詳細については、関連リサーチのセクションから「信用代替アプローチに基づく取引の格付:信用状による信用補完、保
険、保証付き債務」のクロス・セクター格付手法を参照されたい。
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子会社による支払いが適時に行われなかった場合に、親会社が被る事業上および財務上の悪影響
の度合いが含まれる。
この基本的な分析の結果、保証によるサポートが認められない場合（その場合、金融子会社の格付
は、当該金融子会社の単独での信用力に対するムーディーズの評価のみに基づく）から、金融子会
社と親会社の格付を同水準とする場合（保証が弱い場合や、保証が存在しない場合でも、完全なサ
ポートが提供されると判断することもある）までありうる 13。
先の例を用いると、"ParentCo"（前述のとおり、付与された格付は A3）と"CaptiveSub"の間に保証が存
在し、保証が前述の基本原則のすべてに合致する場合、"CaptiveSub"の格付は A3 に引き上げられ
る。保証に合致しない基本原則が 1 つ以上ある場合でも、そうした不足要素があるにもかかわらず、
親会社が保証を行う重大な理由があるとムーディーズが考える場合には、格付が A3 に引き上げら
れることがある。一方、不足要素が大きく、親会社が保証を行う意思があるとは考えられない場合に
は、"CaptiveSub"の格付の引き上げ幅が小さくなるか、引き上げが全く行われない可能性がある。
サポートの評価 - 定量評価ではなく定性評価
サポート契約が、親会社である事業会社から金融子会社へのサポートを示す証左として用いられる
場合がある。そのような契約を理由とする金融子会社の格付の引き上げは、親会社にとっての金融
子会社の重要性と契約の特徴についてのムーディーズの定性評価を反映したものである。サポート
を評価し、それを反映させて格付を決定する際は通常、図表 3 に示すような数値計算は行わない
が、ムーディーズがサポート評価で考慮する幾つかの事項を例示する目的でワークシートを掲載した。
実務では定量的な計数を用いずに、個々の金融子会社と親会社との特徴的かつ固有の関係を評
価するのが一般的である。

13
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サポートが認められず、数値付加記号付き格付のように、単独の信用力を詳細に評価するには十分な情報が得られな
い場合、ムーディーズは格付を付与しないことを決定することもある。
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図表 3

サポートに関するいくつかの考慮事項の参考例
定義

サポート契約の特徴の評価

ポイント

形態

10

所有

30

40

弱いサポート

中位のサポート

0

5

10

最低所有水準が定義されてい
ない。

親会社が金融子会社の少なくとも
過半数を所有することが求められ
ている。

親会社が金融子会社の 100%を
所有することが求められている。

0

20

30

契約上は親会社からの出資
は求められていない。

特定の指標（金融費用カバレッジ
比率の最低水準等）に関する基
準を満たさなかった場合、および
基準がある程度の余裕をもって
設定されていないとみなされる場
合には、親会社からの出資が求
められる。

特定の指標（金融費用カバレッジ
比率の最低水準等）に関する基
準を満たさなかった場合、および
基準が十分な余裕をもって設定さ
れていないとみなされる場合に
は、親会社からの出資が求められ
る。

出資

強いサポート

小計

定義
ポイント

親会社がサポートを提供する意思の評価

20

特徴

レピュテー
ションリス
クまたはブ
ランドリスク

経済的
リスク

20

10

戦略の合
致／イベン
トリスク

10

60

実績

弱いサポート

中位のサポート

強いサポート

0

10

20

金融子会社の社名が明らか
に親会社と関連しておらず、
親会社が金融子会社にサポ
ートを提供しなかった場合の
ブランドリスクは不透明。

金融子会社の社名が親会社が容
易に想起されるものであり、グル
ープ企業であると市場から認識さ
れており、金融子会社にサポート
を提供しなかった場合には親会
社はブランド・リスクにさらされる
と考えられるが、その影響は対処
可能とみられる。

金融子会社に親会社の社名がつ
いており、金融子会社にサポート
を提供しなかった場合、親会社に
大きなレピュテーション・リスクが
生じる可能性がある。また、金融
子会社の破綻が容認された場
合、親会社に明らかに大きなブラ
ンド・リスクが生じる。

0

10

20

事業上・財務上の観点から、
金融子会社には、親会社から
の保護を裏付けるような経済
的価値がほとんどないとみら
れる。

金融子会社の経済的価値の度合
いおよび持続性は不確実。親会
社は短期的には金融子会社にサ
ポートを提供することはあるが、
サポートが継続されるかは不明。

親会社がサポートを提供しなかっ
た場合、金融子会社の経済的価
値が大きく失われると考えられ
る。

0

5

10

親会社と子会社の戦略の合
致はほとんどない。親会社に
大きな事業上の困難をもたら
すことなく分離することが可能
と考えられる。

戦略の合致はあまり明確でなく、
金融子会社のポートフォリオの大
部分はグループ外向けとみられ
る。事業ラインおよび顧客基盤は
幾分分散しており、分離の影響は
受けるが対処可能と考えられる。

金融子会社は親会社に相当の実
質的恩恵をもたらしており、親会
社の事業ライン、顧客、商品戦略
に高度に合致しているとみられ
る。分離は困難と考えられる。

0

5

10

親会社が金融子会社や他の
重要な子会社にサポートを提
供しなかったことがある。

過去にサポートを提供した、ある
いは提供しなかった事実が不明
である。

親会社が過去、金融子会社に、
資金提供、前払金、その他の重要
な行動をとった事例がある。

小計

ワークシートによる合計サポートスコア
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サポート契約は、サポートを提供する企業（親会社である事業会社）とサポートを受ける企業（金融
子会社）の間の二社間契約として締結されることが多い。債権者などの第三者は、こうした契約の特
徴による直接の恩恵を受けることはない。しかし、サポートを受けた企業が発行した債務にはサポート
契約の存在が明確にされており（発行時の目論見書に開示）、債券保有者は投資決定において契
約の存在を考慮に入れており、裁判所も契約を認識している場合がある。金融取引およびサポート
契約に適用される法律が、それらの実行を容易にするものであることが重要である。サポート契約に
おいて、投資家が、サポートを受ける企業が債券保有者のためにサポート提供企業に対する権利を
行使させる法的行動をとることを明記している事例もある。
サポート契約は、保証のような法的な信用代替とは解釈されないため、ワークシートでは、サポート契
約の具体的な特徴および条件（ウェイト 40%）と、親会社がサポートを提供する意思（ウェイト 60%）を
考慮する。サポート契約には多くの特徴があるが、最も重要なのは、親会社の金融子会社への最低
出資比率の規定、および一定の状況下（金融子会社の金融費用カバレッジ比率が一定水準以下と
なった場合など）での親会社の金融子会社へのサポート提供の規定であるとムーディーズは考えて
いる。ワークシートでは、サポート契約に対するポイントを最高 40 ポイントとして、こうした特徴の相対
的な強さに応じてポイントを付与する。
サポート契約を評価する際には、親会社が金融子会社にサポートを提供する意思も考慮することが
重要である。ワークシートでは、親会社がサポートを提供する意思のポイントを最高 60 ポイントとして、
4 つの基準に基づいてポイントを付与する。
1.

レピュテーション・リスクまたはブランド・リスク（最高 20 ポイント）: 金融子会社の破綻が容認され
たとすれば、親会社が大きなレピュテーション・リスクまたはブランド・リスクに直面する場合、親会
社がサポートを提供する可能性は高まる。これは、金融子会社の社名が親会社の社名に直接
関連している場合や、金融子会社の機能が継続しなければ親会社のビジネスモデルが大きく毀
損される場合に当てはまる。

2.

経済的リスク（最高 20 ポイント）: 金融子会社に重要な経済的価値がある場合、親会社はその
価値を維持し、サポートを提供する可能性が高まる。例としては、金融子会社が一時的な財務
上のストレスにさらされた場合の、純資産価値の維持、あるいは利益またはキャッシュフローの
改善の実現が挙げられる。

3.

戦略の合致/イベントリスク（最高 10 ポイント）: 親会社と金融子会社の間に重要かつ継続的な
戦略の合致があれば、親会社がサポートを提供する可能性が高まる。これは、金融子会社の事
業が真に金融子会社としての性格をもち、親会社の商品の販売金融に占める割合が高い水準
を維持している場合に最も当てはまる。金融子会社の事業活動の大きな割合が、親会社の販
売を支えるものでない場合には、この基準の評価は低くなる。このような場合、親会社が金融子
会社に継続的なサポートを提供する必要性は不明確となり、親会社が金融子会社の持分を譲
渡するというイベントリスクが生じる可能性がある。

4.

実績（最大 10 ポイント）: 親会社が金融子会社にサポートを提供しようとした実績がある場合、
将来必要となった場合のサポート提供の可能性を示唆するものとなりうる。逆に、重要な子会社
にサポートを提供しなかった事例がある場合、この基準の評価は低いとムーディーズは考える。

ワークシートの合計ポイントが 90 ポイントを超える場合（強力なサポート契約があり、親会社がサポー
トを提供する意思も強いと考えられる場合）、金融子会社の格付が親会社の格付水準まで引き上げ
られる可能性が高くなる。ワークシートの合計ポイントが 50-90 ポイントの場合（サポート契約が完全で
なく、親会社がサポートを提供する意思はあるが不確実とみられる場合）は、金融子会社の格付は
親会社より 1-2 ノッチ低い水準となる可能性がある。ワークシートの合計ポイントが 20-50 ポイントの場
合（サポート契約がある場合もない場合もあり、親会社がサポートを提供する意思が疑問視される場
合）は、格付は金融子会社の単独での格付より 1-2 ノッチ以上高くなることはない。ワークシートの合
計ポイントが 20 ポイント未満の場合（サポート契約がない可能性が高く、親会社がサポートを提供す
る意思によるサポートが非常に限定的である場合）、金融子会社の単独での格付への上乗せはない
とみられる。

適用事例
付録 A の表に、金融子会社（"CaptiveSub"）へのサポートが親会社である事業会社（"ParentCo"）の格
付に与える影響を例示した。
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付録 B の表は、"CaptiveSub"についてのサポート評価ワークシートのスコアリングの要素と、それが格
付に与える影響を示した例である。ムーディーズは、ほとんどの金融子会社について、数字付加記
号付の BCA（ベースライン信用リスク評価）を公表しておらず、金融子会社を完全に分離して分析す
ることは幾分不自然な方法であるため（金融子会社の事業および財務方針は親会社との関係を反
映したものであるため）、表には、具体的な上乗せのノッチ数ではなく、サポートに基づく上乗せの予
想を示した。
付録 C は、金融子会社と他のファイナンス・カンパニーの差について説明したものである。

想定および限界
本稿に示した想定は、事業会社とその金融子会社の格付上の関係の評価に重要な全ての考慮事
項を網羅的に取り扱ったものではなく、全ての信用上の論点をカバーしたものでもない。金融子会社
が親会社に与えうるリスクを把握するにあたり、ムーディーズがファイナンス・カンパニーのリスク評価
において非常に重要と考える自己資本の充実度と流動性の評価に重点を置くことが多いが、他のリ
スク要素やリスク緩和要因も重要な考慮事項となることがある。例えば、ポートフォリオのパフォーマ
ンスや経営の質などである。
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付録 A
"ParentCo"への資本再配分および流動性要請に関する調整の適用事例
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親会社である事
業会社

主要な格付対象金
融子会社

"ParentCo"

"CaptiveSub"

サポート調整後の
スコアカードが示唆する
親会社の格付

適用格付手法
に基づく親会
社の推定格付

資本再配分
の調整

流動性要請
の調整

Baa2

Baa3

Baa3

過去のデータに基づく金融子会
社へのサポートが親会社の格付
に与える影響

小幅なプルダウン
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付録 B
"CaptiveSub"のサポート評価例

サポート契約の特徴

所有

"CaptiveSub"
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0

出資

30

親会社がサポートを提供する意思

レピュテー
戦略上の
ション・リス
合致およ
クまたはブ
ランド・リス 経済的リ びイベン
トリスク
ク
スク
小計

30

合計
スコア

20

20

10

実績

金融子会
社の推定
格付

小計

10

60

親会社の
格付まで
90 引き上げ
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付録 C
金融子会社と他のファイナンス・カンパニーとの違い
金融子会社には、親会社と関連した事業、および親会社との関係により、格付上、固有の考慮事項
が加わる。金融子会社の主な目的は、親会社の商品のディーラーおよびエンドユーザー向け金融
（ローンおよびリース）および関連サービス（保険販売等）の提供である。金融子会社は親会社の製
品・サービスとは関連のない事業活動を行うこともあるが、そうした事業活動は、親会社の製品の販
売促進という金融子会社の中心的役割に比べれば重要性が低くなる。金融子会社が金融投資家
によって一部所有されている場合もある。ムーディーズは、事業会社である親会社に所有されている
が、親会社向けの金融事業が全体に占める比率が相対的に低い金融子会社を、非専業金融子会
社として取り扱う。金融子会社に対するムーディーズのアプローチは、ファイナンス・カンパニーの格
付手法 14の対象となる企業に対するものとは大きく異なる。
1.

金融子会社の格付は通常、親会社によるサポートの可能性および親会社の信用力によって大
きな影響を受ける。
サポート評価では、親会社が子会社にサポートを提供することについての、経済上、レピュテー
ション上のインセンティブ、および保証やサポート契約といった書面を考慮する。金融子会社は、
グループ全体の販売・サービス戦略において重要な役割を担っていることがある。そのため、金
融子会社は独立系のファイナンス・カンパニーの格付より複数ノッチ高い格付が付与されること
がある。

2.

金融子会社の単独での格付は必ず付与されるとは限らない。
ファイナンス・カンパニーと親会社・関連会社の事業は、相互に緊密に結びついていると思われ
る一方、金融子会社の単独での状況については開示が不十分な場合がある。そうした場合、ム
ーディーズは、主に親会社のサポートに基づいて、またはサポートのみに基づいて、金融子会社
の格付を付与することがある。その際には、親会社の信用力、金融子会社の戦略上の重要性、
サポート契約の評価が、格付を左右する要素となる。これらの要素の強さにより、金融子会社の
格付が、親会社と同水準になることもあれば、親会社の格付からノッチダウンされることもある。
また、ファイナンス・カンパニーのスコアカードを用いて金融子会社の単独での推定格付を算定
する場合もあるが、単独での開示情報の限界から、一部の要因については推定または概算を用
いる必要がある。この場合、金融子会社の格付は、戦略上の重要性および親会社のサポートの
強さに応じて、推定された単独の格付からノッチアップされる可能性がある。

3.

金融子会社が親会社の事業戦略と不可分の関係にある場合、金融子会社の単独での格付の
信用指標としての意味は限定的である。
金融子会社の営業基盤、リスクポジショニング、財務内容は、連結グループの戦略により形作ら
れているとみられる。例えば、子会社のポートフォリオ・リスクの特徴は、親会社の連結ベースで
の販売戦略の変更に伴う顧客向け融資条件の変化によって大きく変わりうる。また、流動性管
理が親会社と統合されているため、単独での流動性が低い場合がある。

4.

金融子会社の単独での格付は公表されない場合がある。
特に、親会社の事業への統合度の高い金融子会社の場合、あるいは親会社と金融子会社を
独立して評価するに十分な情報が得られない場合、単独での格付を公表すれば実際より詳細
な情報に基づく評価と判断される可能性があるために BCA を公表しないことがある。

5.

単独での格付が公表される場合、より詳細な数値付加記号付き格付（Baa1、Baa2、Baa3 等）
ではなく、文字格付（Baa、Ba、B 等）で示される場合がある。
特に、金融子会社が親会社の事業に高度に統合されている場合、または財務情報の開示が限
定的である場合には、この方法が適切である。

14
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詳細については、関連リサーチのセクションからファイナンス・カンパニーの格付手法を参照されたい。

格付手法: 事業会社の金融子会社

CORPORATES

関連リサーチ
信用格付は基本的にセクター別信用格付手法によって決定される。また、幅広い格付手法（1 つ以
上のクロス・セクター格付手法）における考慮事項が、本セクターの発行体および債券の信用格付の
決定時に重要となることもある。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については、
ムーディーズ・ジャパンのウェブサイトを参照されたい。
本格付手法を用いて付与された信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、こ
ちらに掲載されている。
詳細な情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics (User’s Guide)はこちらを参照されたい。
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