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格付手法：事業会社の分析における

財務諸表の調整 
Financial Statement Adjustments in the 
Analysis of Non-Financial Corporations 
Methodology 
本格付手法は 2018 年 8 月に発行された格付手法 “Financial Statement Adjustments 
in the Analysis of Non-Financial Corporations”（ムーディーズ･ジャパン版「事業会社の

分析における財務諸表の調整」2018 年 9 月）を代替するものである。今回の更新で
は、これまで非標準的調整として行っていた調整を標準的調整に分類変更した。新た

な標準的調整の採用に伴い、制限付現金を負債の返済に用いることができない場合
はそれを信用指標の算出から除外し、負債の返済に用いることができる場合は含める

こととする。また、買収関連の繰延債務および条件付取得対価を負債に分類変更す
る。さらに、該当する場合、受取利息・配当金および支払利息を営業キャッシュフロー

に再分類し、支払配当金を財務キャッシュフローに分類変更する。加えて、複数事業

者年金制度に関連した負債に準じる債務を推定するための標準的調整を削除した。
その他、既存の標準的調整の一部を明確化するための変更と、読みやすさを向上さ

せるための編集を加えた。 

はじめに 

本クロス・セクター格付手法は、事業会社の財務諸表の調整に対するムーディーズの
アプローチを説明するものである 1。ムーディーズは、信用リスク評価の観点から分析

の質を高め、企業間の財務諸表の比較可能性を改善するために、企業が報告する
財務諸表を調整する。ムーディーズは調整後のデータを用いて信用力に関連した財

務指標を算出し、それらを格付の根拠の一部として用いる。 

ムーディーズの調整は、企業の財務諸表が適用を受ける会計基準に準拠していない
ことを示唆するものではない。調整の目的は、財務データの信用分析上の価値を高め

ることにある。 

財務データの測定、認識、表示、開示慣行は、国、地域、会計制度によって異なり、

同一の国、地域、会計制度においても相違が存在するため、財務諸表を完全に比較
可能なものにすることは不可能である点をムーディーズは認識している。しかし、ムー

ディーズが用いる主要指標が、一般に十分な開示がなされている会計処理の相違に

より大きく影響される場合、データの質と比較可能性を高めるために調整を行う。今後、
グローバルな会計報告や分析に関する論点に何らかの展開がみられれば、調整手法

を変更あるいは追加する可能性がある。 
 

 
1  ここでいう事業会社には、公益企業、インフラ、REITS、資産運用会社、保険ブローカレッジが含まれる。本クロス･

セクター格付手法に示された調整は、セクター別格付手法で別途明記されない限り、事業会社に適用される。 

 本格付手法は 2021 年 5 月 13 日にアップデートされた。P1 のグレーボックス内の記載の誤りを訂正した。 
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本格付手法は、米国、日本およびその他の国の一般に公正妥当と認められた国内会計原則（別途

明記しない限り、本稿ではこれらを GAAP と総称する）および国際財務報告基準（IFRS）に基づいて作
成された財務諸表に対するムーディーズの標準的調整を説明するものである。本稿で述べる調整

は、US GAAP、日本版 GAAP または IFRS に限定される場合もあるが、適切と判断されれば、「国内版
GAAP」と総称する基準に準拠する国・地域にも適用されることがある。これは、US GAAP または IFRS
に基づき会計報告を行っている事業会社の財務諸表との比較可能性を高めるためである。一部の

調整は標準的調整とみなされ、適用可能でかつ開示情報が十分であれば、全ての事業会社に対
する調整を一括して行えるよう設計されている。状況によっては、ムーディーズは本稿で述べる標準

的調整とは異なる手法で財務情報を調整する可能性がある。これは、標準的調整とは異なる調整
を行った方が、分析上、より適切と考えられる場合があるためである。特定の業界における財務情報

の調整方法が、標準的調整と広範にわたり異なる場合、ムーディーズは通常、その点を業界の格付

手法に明記する。 

本来の経済的実態をより的確に反映し、他社との比較可能性を高めるために、標準的調整に追加

して、財務諸表の非標準的な調整を行うこともある。非標準的調整には、分析上の判断が多分に織
り込まれる。例えば、信用分析上、より適切であると判断した場合は、非標準的調整によって推定や

想定を反映させることがある。 

関連する金額が分析にとって重要でない場合、事業会社に適用される標準的・非標準的調整を行

わないことがある。財務諸表を調整するか否かは、重要性の基準を適用して判断する場合がある。 

調整の目的と適用 

ムーディーズは一般に、信用リスク評価の観点からみた分析の質を高め、企業間の財務諸表の比

較可能性を改善するために、財務諸表を調整する。いくつかの調整を標準化するにあたってのムー
ディーズの目的は、各国間、業種間でのグローバルなアプローチの一貫性と、市場参加者にとっての

透明性を高めることにある。調整の対象となるのは、情報源が信頼できる項目である。しかし、ムーデ

ィーズは財務報告の要件や会計制度に違いがあることを認識しており、そのような制約を考慮した上

で分析を行っている。 

調整の具体的な目的は次の通りである。 

» 本来の経済的実態をより正確に表すと考えられる会計方針の適用。この一例が、債権の売却

または譲渡（証券化、ファクタリング等）が、貸借対照表上に認識すべき負債としての特徴をもつ

とムーディーズがみる場合である。 

» 会計原則を同等にすることによる比較可能性の向上。例えば、同業他社の棚卸資産を同等に

比較できるよう、ムーディーズは後入先出法評価(LIFO)を先入先出法評価(FIFO)ベースに調整

している。 

» 特定の状況下で信用分析上より保守的と考えられる見積もりまたは仮定を反映。典型的な例と

しては、資産評価引当金、資産の減損、偶発債務など、裁量的な分野に関するものが挙げられ

る。その算定は企業によって異なるため、標準的な調整に相応しない。これらについては個々の

状況に応じて財務調整を行う。 

ムーディーズは、財務諸表全体に対して全般的な調整を行い、その調整済財務諸表に基づいて財

務指標を算定する。ムーディーズの基本的な財務指標は分子および分母に対する複雑な足し戻し

を行うのではなく、全体に調整を行った財務諸表に基づいた単純な計算となる。 

ムーディーズによる調整は、セクター別格付手法の適用に際して用いる信用指標に影響を与える可

能性が高い金額の調整に重点を置いて、3 つの主要財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッ

シュフロー計算書）の全てに対して行われる可能性がある。 

ムーディーズは、中間財務諸表も通期の財務諸表の調整と同じ方法で全面的に調整することを目

標としている。しかし、中間決算では開示内容が限られるため、全面的な調整が不可能な場合があ
る。そのようなケースでは、調整が可能かどうか、また、どのように計算すべきかをムーディーズの判

断にしたがって決定する。調整に必要な情報が中間期に開示されない場合、ムーディーズは通常、

前年度通期の開示情報を用いて推定する。 

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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ムーディーズは、「調整前財務諸表」（公表財務諸表）と、「調整後財務諸表」（公表財務数値に調

整を加えたもの）を用いて類似企業間の比較や、業種ごとの定量的基準の検討を行う。このデータ

によって、格付の比較可能性が高まり、より透明性の高い説明が可能となる。 

標準的調整 

標準的調整の対象および適用会計基準は次のとおりである。例えば、確定給付年金の調整は US 
GAAP、IFRS、日本版 GAAP に適用されるが、オフバランスのファイナンス・リースの調整は日本版

GAAP のみに適用される。 

図表 1 

標準的調整の適用 

 US GAAP IFRS 日本版 GAAP 

確定給付年金 x x x 

オペレーティング・リース（オフバランス） x x -x 

リース（オンバランス） x x  

オフバランスのファイナンス・リース - - x 

制限付現金 x x x 

買収関連の繰延債務および条件付取得対価 x x x 

資産化利息 x x x 

資産化開発費 - x - 

長期債務（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用 - x - 

ハイブリッド証券 x x x 

証券化・ファクタリング取引 x x x 

後入先出法評価による棚卸資産 x - - 

利息および配当金のキャッシュフロー計算書表示   - 

営業活動からの資金の測定の整合性  - x - 

例外的・非経常的項目 x x x 

出所: Moody’s Investors Service 

 
下表は標準的調整の項目別の要約である。それぞれの標準的調整については、本稿後半で詳細

に説明する。 
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図表 2 

事業会社の分析における財務諸表の調整 

調整 目的 

確定給付年金 年金債務総額に対する積立不足額または非積立型年金債務の金額を負債として認

識する（エクイティクレジットに応じて調整）。年金費用の最適な推定値として勤務費

用を認識。年金基金への現金拠出が勤務費用を超える部分を年金関連負債の返済

とみなす。 

オペレーティング・ 
リース（オフバランス） 

オペレーティング・リースを負債に準じる金融債務と原資産の取得として認識する。

そのために、損益計算書上でリース料を利息および減価償却費に分類変更するとい

う調整が必要になる。キャッシュフロー計算書上でも、これに対応する調整を行う。 

リース（オンバランス） リース債務を貸借対照表上の負債に分類変更する（負債に分類されていない場

合）。US GAAP に基づいて計上されているオペレーティング･リースについて、リース

料を利息および減価償却費に分類変更し、異なる会計基準にまたがる一貫性を確

保する。キャッシュフロー計算書でもそれに対応する調整を行い、リース債務の元本

返済部分は投資キャッシュフローの有形固定資産の取得として分類変更する。 

資産化利息 当期中に資産計上された利息額を当期の利息費用として認識する。それに合わせ

て貸借対照表の有形固定資産を調整し、必要に応じて資産化利息を営業キャッシュ

フローとして認識する。 

資産化開発費 当期中に資産計上された開発費を貸借対照表から除去し、当期の費用として認識

し、過去に資産計上された無形資産に係る償却費を除去することにより、無形資産

とされている資産化開発費を営業費用として認識する。資産化開発費を営業キャッ

シュフローとして認識する。 

利息および配当金のキャッ

シュフロー計算書表示 
受取配当金と支払・受取利息を営業キャッシュフローとして認識し、配当金支払額を

財務キャッシュフローとして認識する。 

長期債務の割引に 
関する利息費用 

割引計算により算定された長期債務（有利子負債を除く）の増加分を営業費用に分

類変更し、支払利息を調整する。 

ハイブリッド証券 負債と株式の両方の特徴をもつ証券を、ムーディーズのハイブリッド証券の分類方

法に基づいて、支払利息、配当、関連キャッシュフローを調整することにより分類す

る。ムーディーズの分類方法は企業会計基準上の取り扱いとは異なることがある。  

証券化・ファクタリング取引 オフバランスの証券化・ファクタリング取引を担保付借入として認識する。 

後入先出法評価による 
棚卸資産 

後入先出法評価による棚卸資産を、先入先出法評価に基づいた価値に調整する。    

営業活動からの資金(FFO)
の測定の整合性 

営業キャッシュフローが純利益以外の項目を始点として報告されている場合、法人

所得税および/または財務キャッシュフロー項目を調整し、調整後 FFO が、純利益を

始点として営業キャッシュフローを報告するキャッシュフロー計算書と整合性を持つ

ようにする。 

例外的・非経常的項目 例外的・非経常的な取引・事象を、損益計算書およびキャッシュフロー計算書上の別

項目に分類し直す。利益または営業キャッシュフローを用いる財務比率は通常、こ

の金額を除外して算出する。 
出所： Moody’s Investors Service 
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非標準的調整 

ムーディーズは、経済的実態をより適切に反映し、他社との比較可能性を高めるために、標準的調

整に加え、他の項目について財務諸表に非標準的調整を加えることがある。下に挙げる例は全てを

列挙したものではないが、各発行体の基礎的事実と状況に基づいて行う非標準的調整の一部であ

る。 

» 「公正価値オプション」の選択に基づき、公正価値で計上された債務 

» 損益計算書のその他の退職後給付（OPEB）債務の市場価値の変動 

» 貸借対照表の複数事業主年金制度からの脱退に係る債務 

» 負債に準じるリバースファクタリング取引 

確定給付年金 

確定給付年金には 2 つのタイプがある。「積立型年金」の場合、将来の給付に充当するための資産

を分離して年金基金口座に積み立てる必要があるが、「非積立型年金」の場合、分離された年金口
座に資産を積み立てることは要求されず、企業はそのような積み立てを行わない。年金に関するセ

クションの第 1 部では、これらの 2 つのタイプの年金を扱い、第 2 部では非積立型年金に特有の加

算調整を扱う。  

取締役および役員を対象とする補完退職年金制度には、エクイティクレジットを付与しない。この年

金制度は非積立型であることが多い。米国で用いられるこの種の制度の 1 つに、役員への課税繰延
が認められる執行役員補完退職年金制度（supplemental executive retirement plans: SERP）がある。

従業員退職所得保障法（Employee Retirement Income Security Act; ERISA）によって保護され、最低
限の積立額と給付保証が設定されている単独設立型年金制度（single employer pension plans; SEP）

とは異なり、SERP の給付額は大概リスクにさらされている。ムーディーズは、これらの制度の契約の性

質や破綻時の運営方法からみて、多くの国・地域で SERP 債務は SEP 債務と変わらないと考えている。
そのため、SERP に対する標準的調整は、SEP に行うものと同様であり、かつ SEP と同時に行う。SERP
にはエクイティクレジットを付与しない。 

事業会社の医療給付等のその他退職後給付 (Other Post-Employment Benefits; OPEB) は負債に類
似した支払い義務と見做さない。また、ムーディーズは多くの国・地域において、規制上の保護の欠

如、資金調達の柔軟性、破綻処理時の取り扱い、等を考慮する。 

会計基準上の問題点-第 1 部 

会計基準では、企業は年金の積立不足額に相当する金額を、年金債務として貸借対照表に計上
することを求められる。この金額は、予測給付債務（PBO）または確定給付制度債務（DBO）から年金

資産の公正価値を差し引いた金額として、年金制度ごとに算出される。基金の資産の公正価値が

確定給付債務を上回る場合、その金額は年金資産として報告される（回収可能な場合）。 

損益計算書では、当期勤務費用、過去勤務費用、年金制度の清算および縮小による損益、確定

給付債務/資産に係る純利息を計上するが、IFRS はこれらをどの項目に計上するかについて柔軟性

を認めており、例えば純利息は EBIT あるいは利息費用のどちらに計上してもよい。 

年金基金への現金拠出は、最低積立基準に係るものであれ、未積立額の削減を意図して最低積

立基準を超過して拠出された金額であれ、キャッシュフロー計算書で営業キャッシュフローに分類す

ることになっている。 
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ムーディーズの分析上の対応-第 1 部 

ムーディーズは、年金債務の契約上および規制上の性質からみて、貸借対照表に計上される年金
債務を負債に準じるものとして扱う。年金債務を上回る積立額（貸借対照表上の年金資産）は調整

の対象から除外する。これは、年金資産の使用が特定の年金制度に限定されており、積立不足の

他の年金制度の支払い義務には使用できないからである。 

ムーディーズは、損益計算書では勤務費用が年金費用の最適な推定値であると考えており、年金

関連債務の理論上の利息費用を用いる。 

キャッシュフロー計算書では、勤務費用を上回る年金信託への拠出は、年金関連債務の返済とみ

なす。 

財務諸表の調整方法– 第 1 部 

次表は、確定給付年金の未積立額に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 3 

非積立型確定給付年金の標準的調整 – 第 1 部 
貸借対照表 貸借対照表に計上された年金債務を負債に分類変更する。 

損益計算書 » 数理計算上の当期勤務費用（EBIT に算入される）を除く、報告された全ての確定給付年金

に係る年金費用（または年金収益）を除去する。 

» 各発行体の格付に基づいてムーディーズが推定する平均借入コストに相当する利率を用

いて、利息費用を年金関連負債に配分する。 

キャッシュフロー 

計算書 

年金基金への事業主の現金拠出額が勤務費用を上回る場合、超過額を営業キャッシュフロ

ーの支出項目から財務キャッシュフローの支出項目に分類変更する。拠出額が勤務費用を

上回らない場合は、キャッシュフロー計算書上の調整を行わない。 
出所：Moody’s Investors Service 

 

会計基準上の問題点 – 第 2 部 

非積立型年金を採用するドイツやオーストリア等の国の年金制度には、積立型と比較すると多くの重

要な差異がある。非積立型年金では特に、 

» 貸借対照表に確定年金債務の総額が年金債務として計上される（年金資産はない）。 

» 通常、事前のキャッシュ積立は制度上要求されない。 

» 企業は実際の年金支払いに対応するための積立期間を長期に設定でき、年金債務を履行す

る方法を選択できる。 

ムーディーズの分析上の対応-第 2 部 

一般に法管轄地域の法律で積立が義務付けられていない非積立型年金制度については、ムーディ
ーズは確定給付債務の一部のみを「準負債」とみなす。積立型年金制度との比較性を高めるため、

ムーディーズは事前積立が義務付けられていない企業について事前積立を想定する。年金債務の

支払いは長期にわたり、一般に支払いスケジュールの予測可能性が高いことから、企業は必要な資
金調達を確保する十分な時間を有していると考えられる。当該企業が資本市場から容易に資金調

達できる場合、ムーディーズは経営陣が目標とする債務・資本構造で、将来の年金債務支払いの

調達が行われると仮定する場合がある。 

そのため、非積立型年金について、貸借対照表にエクイティクレジット相当額を織り込むという追加

調整を行う場合がある。具体的には、調整を行わなければ債務に加算される確定年金債務をエクイ
ティクレジット相当額だけ減額する。しかし、余剰流動資金は、エクイティによる調達の可能性を低下

させる要因となるので、まず余剰流動資金を考慮したのちにエクイティクレジットの調整を行う。余剰
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流動資金とは、事業運営上必要な流動性資金を超える、企業が裁量的に使用できる現預金および

市場性有価証券を指す。 

ムーディーズは、第 1 部で説明した債務に関する利息費用の調整を除いては、非積立型年金債務

を有する企業の損益計算書とキャッシュフロー計算書の追加調整を行わない。 

非積立型年金を採用する企業が事前積立を行うという財務方針をとる場合、通常は年金資産が確

定年金債務の約 4 分の 3 に達するまで、あるいはその水準に達することが見込まれるまで、その年

金制度を非積立型として扱う。 

財務諸表の調整方法-第 2 部 

次表は、非積立型確定給付年金に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 4 

非積立型確定給付年金の標準的調整 – 第 2 部 
貸借対照表 非積立型年金制度に関する資金調達を想定し、「エクイティクレジット」への配分を行

う。その際、 

» 確定給付年金の調整の項の第 1 部で認識した債務の一部を戻し、 

» それに対応して資本を増加させる。 

損益計算書 債務調整に伴う支払利息の調整を除いては、非積立型年金債務を有する企業の損益

計算書に追加の調整は行わない。 

キャッシュフロー計算書 非積立型年金債務を有する企業のキャッシュフロー計算書に追加の調整は行わない。 
出所： Moody’s Investors Service 

リース 

ムーディーズは、リースに関する調整を 3 つのパートに分けて行い、当該発行体のリース会計に基づ

いて、いずれかを適用する。 

どの会計基準に基づいているかに関わらず、当該企業が報告するリース債務は、非常に短期だが重

要なリースであるために債務が過小評価されている、あるいは非常に長期だが条件が柔軟であるた
めに債務を過大評価されている可能性がある点を考慮することがある。ムーディーズは通常、調整

後財務指標に関わらず、こうしたケースを分析において定性的に考慮する。また、非標準的調整も
検討することがある。さらに、リースの定義に合致しない未履行契約が負債に準じるとムーディーズが

考える場合には、そうした契約を負債として取り扱う非標準的調整を選択することがある。 

会計報告上の問題点―第 1 部 

このセクションでは、全てのリースを貸借対照表に計上することを義務付けている会計原則を採用し

ている発行体に対するアプローチについて述べる。 

キャピタル･リース/ファイナンス･リース 2とオペレーティング･リースの経済的な相違は小さいが、US 
GAAP においては、損益計算書でもキャッシュフロー計算書でも、両者間で異なる計上方法をとる。
IFRS に基づいて報告する企業では、全てのリースを、US GAAP のファイナンス･リースと同様に報告す

る。その結果、IFRS と US GAAP に基づいて報告する企業間、および資産をリースしている企業と購

入している企業間の、完全な比較可能性が損なわれる。 

リースの計上にあたり、企業は負債とリース資産を計上する。リース債務の合計は各リース契約毎に

会社が定めた利率で割り引かれた金額の合計値となっている。一方、キャッシュフロー計算書には
有形固定資産の取得による支出として反映されない。貸借対照表上の取り扱いは、US GAAP、IFRS

 
2  IFRS第 16号およびASU第 2016-02号「リース（Topic842）」では、かつての「キャピタル･リース」の呼称ではなく「ファイナンス･リー

ス」を用いている。本稿の以下のセクションでは、新会計基準に沿って、「ファイナンス･リース」の呼称を用いる。 
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とも、ムーディーズの分析上の見方とおおむね一致する 3が、キャッシュフロー計算書では、リースを

資産の取得と同様とするムーディーズの見方を反映した調整が必要となる。 

IFRS と US GAAP におけるファイナンス･リースについては、企業は、リース期間にわたり、損益計算書
上では減価償却費および支払利息を計上し、キャッシュフロー計算書ではリース料を利息相当額部

分と債務の元本返済部分に区分して計上する。US GAAP では、オペレーティング･リースは、損益計
算書上はリース料として、キャッシュフロー計算書上は営業キャッシュフローの支出項目として報告さ

れる。従って、会計基準間での一貫性を確保し、リースを資産の取得と同様とするムーディーズの見
方を反映する必要がある。さらに、US GAAP で報告を行う企業の一部は、オペレーティング・リース債

務残高の増減を FFO より上の項目に含めていることも、企業間で不一致が生じる要因となっている。 

ムーディーズの分析上の対応-第 1 部 

ムーディーズは、US GAAP の貸借対照表上ではリース債務を負債に分類変更し、必要に応じてリー

ス資産を有形固定資産に分類変更する 4。 

US GAAP と IFRS の損益計算書上の報告数値の整合性を高め、取引の経済的実態を反映するため、

US GAAP の損益計算書上では、リース料を、発行体が開示しているリースの加重平均割引率（リー
ス料を上限とする）を用いた支払利息と、減価償却費に分類変更する。ムーディーズは IFRS16 号に

基づいて報告している企業の損益計算書についてはいかなる調整も行わない。 

リースを資産の取得と同様とするムーディーズの見方を反映し、ムーディーズは有形固定資産の取

得に係るキャッシュフローを調整する。キャッシュフロー計算書上では、オペレーティング･リースの減
価償却費（営業キャッシュフロー）とリース債務の元本返済部分（財務キャッシュフロー）の両方を、

有形固定資産の取得（投資キャッシュフロー）に分類変更する。さらに、オペレーティング・リース債
務残高の増減がキャッシュフロー計算書で FFO より上の項目として計上されている場合、それを

FFO より下の項目に再分類する。 

財務諸表の調整方法－第 1 部 

下の 2 つの表は、リースに関する調整方法の第 1 部の概要を示したものである。 

図表 5 

IFRS 第 16 号に基づいて報告されたリースの標準的調整 
貸借対照表  必要に応じてリース資産を有形固定資産に分類変更する。 

損益計算書  調整なし。 

キャッシュフロー計算書  リース債務の元本返済部分を、財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類

変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

 
3  US GAAP では、オペレーティング･リースを貸借対照表上の負債と区分して計上することを求めている。そのため、債務

から負債への分類変更が必要となる。その点は、ムーディーズの財務諸表調整のセクションで説明している通りである。 

4  ムーディーズは通常、サブリース契約のあるリース関連債務をリース債務から減算しない。これは、それに伴うカウンタ

ーパーティ信用リスクを評価するための情報が限定的であるためである。ただし、サブリースからの収入が大きく、信用

プロファイルに影響を与えうる場合には、その価値を定性的に考慮することがある。 
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図表 6 

US GAAPASC 第 842 号に基づいて報告されたリースの標準的調整 
貸借対照表  リース債務を負債に分類変更。  

損益計算書  次の算定式に基づき、リース料を支払利息と減価償却費に分類変更し、その比率に応じ

て営業費用（または売上原価および販売・一般管理費）を調整する。  

» リースに係る支払利息 = リース債務 X 開示された加重平均割引率 
    （リース料を上限とする） 

» リースに係る減価償却費 = リース料-リースに係る支払利息 

キャッシュフロー計算書  リースに係る減価償却費を営業キャッシュフローから投資キャッシュフローに分類変更し、

リース債務の元本返済部分を財務キャッシュフローから有形固定資産の取得に分類変

更。また、FFO より上の項目に計上されているオペレーティング・リース債務残高の増減を

必要に応じて FFO より下の項目に分類変更。 
出所: Moody’s Investors Service 

会計報告上の問題点－第 2 部 

このセクションでは、貸借対照表上にオペレーティング･リースを計上しない発行体に対するアプロー

チについて述べる 5。 

この調整方法を適用する企業が用いる会計基準は通常、ファイナンス・リースとオペレーティング・リ

ースを区分しており、両者の会計処理は全く異なる。これらの会計基準では、ファイナンス・リースは、

借り手に長期に資産を使用する権利と、支払債務を発生させる取引とみなされる。リース期間を通じ
て企業は資産計上した資産使用権を償却し、支払リース料は支払利息相当分とリース債務の元本

返済部分に分けて計上される。  

これに対して、オペレーティング・リースは、オフバランス取引の未履行の契約とみなされ、通常、リー
ス料の支払いに伴って費用処理される。したがって企業は、オペレーティング・リースを債務を発生さ

せる取引とはみなさず、単に支払リース料をリース費用として損益計算書と営業キャッシュフローに

計上するだけである。 

さらに、これらの会計基準では、任意の線引きテストによりファイナンス・リースとオペレーティング・リ

ースを区別している。そのため、ファイナンス･リースとオペレーティング･リースの経済的差異がほとん
どなくても、企業は異なる会計処理の対象となるよう取引の仕組みを検討する場合がある。結果とし

て、異なる方法で同様の経済取引を行っている企業間や、資産をリースしている企業と購入している

企業の間の公正な比較ができにくくなる。 

ムーディーズの分析上の対応-第 2 部 

ムーディーズがオペレーティング・リースを資産として扱う主な理由は、リースには企業の借入能力を

低下させる負債に似た融資としての性質があると考えているからである。リースは将来の現金支出を
発生させる契約責任であり、契約で定められた支払を履行できなければ、最終的にデフォルトにつな

がるマイナスの影響が生じる可能性がある。リース・ファイナンスという選択肢がなければ企業は通常、

資産購入のために資金を借り入れる。信用分析上、オペレーティング・リースを資産計上することに

より、借入により資産を購入する企業と資産をリースする企業との比較可能性が向上する。 

ムーディーズのアプローチは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の調整を必要とす

る。貸借対照表の調整では、現在価値の概念を重視するアプローチをとる。最小リース支払額の現
在価値は、発行体の法的債務の推定を反映している。負債調整には、契約上のリース債務の推定

現在価値を用い（資産にも同額の調整を加える）、ムーディーズによる現在価値の算出は推定であ
ることから、比較可能性を向上させるため、下限と上限を設定する。下限の設定は、継続的な事業

のために資産を使用する必要性から超短期のリース契約を更新する企業の場合、最小リース支払
額の現在価値を調整額とすれば、企業の負う経済的債務が著しく過小評価される可能性があるとい

うムーディーズの見方を反映している。 

 
5 具体的には、この取り扱いは、IFRS に基づいて報告を行うが IFRS 第 16 号を適用していない発行体、US GAAP に基づい

て報告を行うが ASC 第 842 号を適用していない発行体、またはその他同様の発行体に適用される。 
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また、長期リース契約は状況に応じて変更される条件を含む傾向があり、中断条項が明記されてい

ることが多く、現実には全額を支払う前に解約されることが多いため、現在価値の概念は、超長期リ
ース契約の経済的債務を過大評価するとムーディーズは考えている。そのため、年間支払リース料

の 10 倍を調整の上限とする。 

損益計算書では、ファイナンス・リースの会計処理と同様に、リース料を支払利息と減価償却費に分
類変更することによって、支払利息と負債調整を整合させる。ムーディーズは、オペレーティング・リ

ースに関する負債調整額に各発行体の格付に基づく理論上の平均借入コストを表す利率を乗じた
金額を算出し、残りの金額を減価償却費に分類変更する。キャッシュフロー計算書ではリースの減

価償却費を営業キャッシュフローから差し引き、投資キャッシュフローの設備投資に加算するという

調整を行う。 

財務諸表の調整方法-第 2 部 

ムーディーズは、次の金額のいずれか大きい方を貸借対照表の負債と固定資産に加算する。 

1. 最小リース支払額の現在価値（上限を 10 倍とする）、あるいは 

2. セクター係数を年間支払リース料に乗じた金額 6 

最小リース支払額の現在価値 

最小リース支払額の現在価値は、企業の財務諸表注記で開示されている最小リース支払額を発行

体の格付に基づいて推定した中期金利で割り引いて算出する。ムーディーズは、ある格付カテゴリー
に適用される金利は地域により異なり、同一地域内でも発行体によって借入コストは異なることを認

識している。しかし、これらの差異は時間の経過とともに変化するため、共通の利率とアプローチを用
いることが、比較可能性を向上させるグローバルな一貫性を備えた調整を行うための透明性の高い

方法であるとムーディーズは考えている。 

ほとんどの国の一般会計原則では 5 年を超えるリース債務を区別して開示する必要がない。このよ
うなケースでは、5 年目のリース債務の金額がその後も変わらないと想定して、5 年後以降のリース

債務を割り引く。この想定に基づいた場合、超長期のリース契約の現在価値が過大評価される可能

性があるが、財務諸表で十分に詳細な情報が開示されないことを考慮すると、これがグローバル比
較を行うための合理的な分析上の調整方法であり、10 倍の上限の設定は超長期リースに関わる問

題に対処するための別の方法であるとムーディーズは考えている。 

セクター係数を年間支払リース料で乗じた金額 

セクター係数は、セクターの中央値から推定される現在価値係数に近似する水準に設定し、3-6 倍
のレンジとなる。中央値は、当該セクターでリースを有する格付対象発行体それぞれの最小リース支

払額の現在価値/年間支払リース料を参照して決定した。一部のケースでは、提案するセクター係
数を決定するプロセスにおいて、ムーディーズの判断をある程度織り込んだ。例えば、発行体数が少

ないため中央値の有意性が低いセクターについては、リース資産のタイプを考慮し、類似した資産と

リースの特性を有するセクターと比較して係数を決定した。セクター係数のリストについては、付録を

参照されたい。 

極めて稀なケースとして、発行体に十分に際立った特徴がある場合、標準とは異なる係数あるいは

上限を用いる可能性がある。支払リース料の調整を行うケースもきわめて少ないとみられる。 

年間支払リース料が開示されていない場合、通常、支払リース料の代わりに 1 年以内の未経過支

払リース料（財務諸表注記で開示されている）を代替値として用いる。 

次表は、オペレーティング・リースの資産化に関するムーディーズの調整方法の第 2 部の概要を示

したものである。  

 
6  ムーディーズは通常、リース料とサブリース収入を相殺することはしない。これはマスターリースとサブリースの期間が

異なる場合が多く、サブリース収入がカウンターパーティリスクを伴うことがあるためである。ただし、サブリース収入が

大きく、信用プロファイルに影響を与えうる場合には、その価値を定性的に考慮することがある。 
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図表 7 

オペレーティング・リースの標準的調整 
貸借対照表 次の金額のいずれか大きい方を負債と固定資産に加算する。（i）最小リース支払額の現在

価値（年間支払リース料の 10 倍を上限とする）、あるいは、(ii)セクター係数を年間支払リー

ス料に乗じた金額。 

損益計算書 次の算定方法を用いて、支払リース料を支払利息と減価償却費に分類変更し、営業費用

（または売上原価と販売費および一般管理費）をそれに合わせて調整する。: 

» リース支払利息 = リース債務 x 発行体の格付に基づく中期金利（支払リース料を上限と

する） 

» リース減価償却費 = 支払リース料 –支払利息 

キャッシュフロー 

計算書 

減価償却費を営業キャッシュフローから設備投資に分類変更する。 

出所: Moody’s Investors Service 

会計基準上の問題点-第 3 部 

本セクションでは、オペレーティング･リースまたはその他のリースを計上しないオフバランスの取り扱

いを認める、日本企業会計基準（JGAAP）またはその他の国の会計基準に対するムーディーズのアプ

ローチを示す。 

日本企業会計基準では、一部のタイプのファイナンス・リース取引について、オペレーティング・リース

取引と同様、リース料の支払いに伴って費用計上することが認められている。企業は支払リース料を

損益計算書上のリース費用、キャッシュフロー計算書上の営業キャッシュフローとして計上している。 

日本版 GAAP またはその他の国内版 GAAP が変更され、リース債務を計上する IFRS または US 
GAAP に非常に類似したものに変更された場合には、前段の第 1 部で示したリースの調整方法を適

用する。 

ムーディーズの分析上の対応－第 3 部 

ムーディーズはオフバランスのファイナンス・リースを、リースの調整の第 2 部が適用される企業が報

告するオフバランスのオペレーティング・リースと同様に、負債に準じる契約とみなす。  

財務諸表の調整方法-第 3 部 

次表は、オフバランスのファイナンス・リースの資産化に関するムーディーズの調整方法の第 3 部の

概要を示したものである。  

図表8 

オフバランスのファイナンス・リースの標準的調整 
貸借対照表 貸借対照表上で、債務および固定資産を増額する。債務の金額は、注記に記載さ

れた未経過リース料の現在価値に等しいと想定する。 

損益計算書 支払リース料を支払利息と減価償却に分類変更し、営業費用（または売上原価と販

売費および一般管理費）をそれに合わせて調整する。 

キャッシュフロー計算書 リース減価償却を営業キャッシュフローから設備投資に分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 
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制限付現金 

会計基準上の問題点 

企業の貸借対照表に計上されている現金および現金同等物は、一般的な目的に使用できない場

合がある。そのような現金および現金同等物は一般に制限付現金と呼ばれる。例として、為替管理
（政府による通貨売買や送金の制限）やエスクロー口座保管の現金などの他の法的要件による制限

があげられる。企業が一般的な目的に容易に使用できない多額の現金および現金同等物は、別途
開示することを要請されるが、貸借対照表での制限付現金の表示方法は必ずしも同一ではない。

IFRS では、制限付現金は一般に現金及び現金同等物に含まれる。しかし、他の会計基準を用いる

国・地域では、制限付現金は個別の資産として表示されることが多い。 

使途が制限された現金は通常、負債の返済に用いることはできないが、使用目的を負債の返済に

限定するために制限が課される場合もある。 

ムーディーズの分析上の対応 

負債の返済に使用できない現金を正味レバレッジや他の比率の算出から確実に除外するため、制
限付現金を現金及び現金同等物の残高から控除する。ただし、負債の返済に用いるために現金の

使途を制限している場合や、負債の返済に用いることは制限されていない場合を除く。制限付現金

が現金および現金同等物に含まれていないが、負債の返済に用いることができる場合は、使用でき
る現金の額を制限付現金から現金および現金同等物に分類変更することにより、現金及び現金同

等物の残高を増加させる。 

財務諸表の調整方法 

次表は、制限付現金に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 9 

制限付現金 
貸借対照表 » 現金および現金同等物として計上されているが負債の返済に使用できない金額を

現金および現金同等物から差し引く。 

» 現金および現金同等物として計上されておらず、負債の返済に使用できる制限付

現金を現金および現金同等物に加算する。 

損益計算書 調整なし。 

キャッシュフロー計算書 調整なし。 
出所: Moody’s Investors Service 

買収関連の繰延債務および条件付取得対価 

会計基準上の問題点 

企業買収に際して、将来の期日で売り手企業に支払われる対価が譲渡対価あるいは買収総額に含

まれている場合がある。このような対価は、売り手企業に対する支払手形や決済額が将来の事象や
業績に応じて決まる偶発対価などの繰延払いの形式をとり得る。繰延払いや偶発対価が貸借対照

表に債務として計上される買収事案の場合、取引実行時（クロージング）に現金決済が行われるの

が一般的であるため、形式としては売り手企業からの負債調達となる。しかし、この債務は通常、財

務報告上の負債に含まれない。 

その後、繰延または偶発債務は報告期間ごとに再評価され、評価差額が損益計算書に未実現損

益として計上されるため、損益が報告期間ごとに大きく変動する可能性がある。 
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一部のケースでは、この負債に準じる支払義務が後日現金で決済され、営業キャッシュフローに影

響を与えるキャッシュ・アウトフローが発生することになる。 

買収価格（譲渡対価）の一部とみなされない債務証券は、構造に類似性があっても、この調整の対
象にならない。調整の対象外となる買収関連債務には、報酬や人件費に影響を与え得る伝統的な

アーンアウトが含まれる。アーンアウトが採用された買収事案では、勤務する従業員が報酬を受け取
るためには雇用を維持する必要があるため、ムーディーズは IFRS および US GAAP に従い、これを補

償契約（買収費用の一部ではなく、統合された企業の将来の事業に係る費用）とみなし、この調整の

対象に含めない。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、ほぼ全てのケースにおいて 7繰延債務または条件付取得対価は負債に準じる支払

い義務であると考えている。これらの売り手企業からの資金調達を用いない場合、企業は借入によっ
て買収資金を調達するのが一般的である。繰延債務あるいは偶発債務が多額に上り、繰延買収価

格の一部として特定できる場合、その金額を短期負債または長期負債に分類変更する 8。 

ムーディーズは、買収後の債務の再評価に関連して損益計算書に計上される損益を、本業の損益
とは別のものとみなしている。したがって、本業からの収益をより正確に把握し、主要指標の変動性を

抑えるため、これを EBITDA から控除し、その他の非経常的な費用に算入する。 

キャッシュフロー計算書では、繰延対価に関連したキャッシュ・アウトフローが営業キャッシュフローに

影響する場合、そのようなキャッシュ・アウトフローを営業キャッシュフローから財務キャッシュフローに

分類変更する。 

財務諸表の調整方法 

次表は、買収時に譲渡される繰延債務および条件付取得対価に関する調整方法を示したものであ

る。 

図表 10  

買収関連の繰延債務および条件付取得対価 

貸借対照表 計上された繰延債務あるいは条件付取得対価を分類変更し、負債を増額する。 

損益計算書 これらの債務の再評価による未実現損益を非経常的な費用に分類変更する。 

キャッシュフロー計算書 営業キャッシュフローに影響する繰延対価に関するキャッシュ・アウトフローを営業

キャッシュフローに分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

資産化利息 

会計基準上の問題点 

ムーディーズは通常、企業の事業活動と財務活動を区分して評価する。そうすることによって、債務

返済の主な原資を創出する事業活動をより正確に示すことができる。 

一方、会計基準では事業活動と財務活動が区分されていないこともある。ひとつの例が資産化利息
で、GAAP も IFRS も、一定の状況下で利息費用を有形固定資産の取得価額に含めて資産化するこ

 
7  製薬会社とライフサイエンス企業は条件付対価の支払いが条件の達成如何に大きく左右されるため、この調整を行わ

ない。これらの企業の事例では、未払い債務と将来の支払いの間に相関関係はほとんどないとみられるため、定性的

な対応をした方が適切であるとムーディーズは考えている。 
8  プットオプション関連の債務はこの調整から除外する。 
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とを求めている。企業が利息を資産化した会計年度には、企業が当該利息を含めて費用計上した

場合に比べ、固定資産、利益、営業キャッシュフローがいずれも増加する。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、資産化された利息を、発生時に費用化すべき金融費用（支払利息）と考えている。
そのため、貸借対照表、損益計算書、そして該当する場合はキャッシュフロー計算書の調整が必要

となる。 

財務諸表の調整方法 

次表は、資産化利息を費用化するためのムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表 11 

資産化利息の標準的調整 
貸借対照表 当期の資産化利息の額を有形固定資産から差し引く。 

損益計算書 当期の資産化利息の額を支払利息に加算する。 

キャッシュフロー計算書 資産化利息が支払利息として計上されていない場合、その資産化利息を投資キャ

ッシュフロー（設備投資）から営業キャッシュフローに分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

資産化開発費  

会計基準上の問題点 

IFRS では一定の要件を満たした製品開発費の資産化が義務付けられるが、US GAAP では同様の処

理は認められない。ただし、社内で開発されたソフトウエアに関わる費用の一部は例外的に US GAAP
に基づき資産化することができる。開発中の製品が将来生み出す収益を評価する手法は企業によ

って異なっており、その製品の収益力と見込まれる製品寿命に関する企業の判断によって資産計上

額が決まる。また、資産化は往々にして、比較的短命に終わる無形資産を創る。 

ムーディーズの分析上の対応 

会計基準を通じた一貫性を確保し、取引の経済的実態を最適に反映するため、ムーディーズは、ソ

フトウエアを除き、資産化された開発費を営業費用とみなしている。企業が損益計算書上の費用とし
て即時認識しているか、貸借対照表で償却資産と認識しているかに関わらず、収益性の分析では全

ての営業費用を考慮する。 

財務諸表の調整方法 

次表は、資産化開発費を費用化するためのムーディーズの調整方法を示したものである。  

図表 12 

資産化開発費の標準的調整 
貸借対照表 資産化開発費の累計額を無形資産から差し引く。 

損益計算書 当期の資産化開発費の額（ソフトウエアを除く）を営業費用に加算し、資産化開

発費に関わる償却費（減損費用を含む）を除去する。 

キャッシュフロー計算書 資産化開発費（ソフトウエアを除く）を、投資キャッシュフローから営業キャッシュ

フローに分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 
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利息および配当金のキャッシュフロー計算書表示 

会計基準上の問題点 

IFRS は、キャッシュフロー計算書における利息・配当金の支払・受取の表示方法について、柔軟性を

認めている。配当金と利息に関する全ての支払と受取は営業キャッシュフローとして表示することが
できる。あるいは、受取利息・配当金を投資キャッシュフローに表示し、支払利息・配当金を財務キ

ャッシュフローに表示してもかまわない。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズが定義する営業キャッシュフローは、受取配当金、受取利息および支払利息を含むが、

支払配当金は含まない。そのため、必要に応じて、（1）受取配当金、（2）受取利息、（3）支払利息が
営業キャッシュフローに含まれ、支払配当金が営業キャッシュフローから除外されるよう、キャッシュ

フローを再分類する。 

財務諸表の調整方法 

次表は、利息および配当金のキャッシュフロー計算書表示に関するムーディーズの調整方法を示し

たものである。 

図表 13  

利息および配当金のキャッシュフロー計算書表示  

貸借対照表 調整なし。 

損益計算書 調整なし。 

キャッシュフロー計算書 » 受取配当金を投資活動によるキャッシュフローに計上している場合、その金額を営業キ

ャッシュフローに分類変更する。 

» 受取利息を投資キャッシュフローに計上している場合、その金額を営業キャッシュフロー

に分類変更する。 

» 支払利息を財務キャッシュフローに計上している場合、その金額を営業キャッシュフロー

に分類変更する。 

» 支払配当金を営業キャッシュフローに計上している場合、その金額を財務キャッシュフ

ローに分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

長期債務（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用 

会計基準上の問題点 

IFRS では、企業は有利子負債以外の一定の長期債務を現在価値に割り引き、割引額の回復部分

を支払利息に振り替えることが義務付けられている。この会計処理は、支払利息と有利子負債の関
係を歪め、インタレストカバレッジに影響を与える。また、企業間の比較、とりわけ IFRS を採用する企

業と、US GAAP（企業は通常、有利子負債以外の債務の割引計算の期間利息費用を利息費用とし

て計上しない）を採用している企業の比較性を損ねる結果を生む。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、割引額の回復部分として計上された利息費用を営業費用に区分変更する。この

区分変更によって、支払利息と債務の関係が維持され、純粋な利息費用のみに注目したインタレス
トカバレッジが算定でき、企業間の比較可能性が高まる。例えば、US GAAP では一定の長期債務

（FASB 143 に基づく資産除去債務など）は現在価値に割り引かれる。US GAAP では割引後の回復部

分は営業費用として計上される。 
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財務諸表の調整方法 

次表は、割引計算による利息費用の分類変更に関するムーディーズの調整方法を示したものであ

る。 

図表 14 

長期債務（有利子負債を除く）の割引に関する利息費用の標準的調整 
貸借対照表 貸借対照表への影響はない。 

損益計算書 割引計算の期間利息費用を営業費用に加算し、同額を支払利息から減算する。 

キャッシュフロー計算書 調整なし。 
出所: Moody’s Investors Service 

ハイブリッド証券 

会計基準上の問題点 

ハイブリッド証券は、会計上、債務、株式、非支配株主持ち分などとして計上されるが、負債と株式

の両方の特性をもっている。一部の証券については、経済的実態に応じて会計上とは異なった分類
が必要になる。例えば、一部の優先株は、負債としての重要な性質を持つにも関わらず 100%株式と

して分類されている。 

ムーディーズの分析上の対応 

ハイブリッド証券は、純粋な負債でも純粋な株式でもないため、ムーディーズは特定のハイブリッド証
券を負債と株式の間のバスケットに分類する。多額のハイブリッド証券を保有し、それが発行体に対

するムーディーズの格付上重要であると判断した場合、証券の特性に応じて負債と株式のウエイトを

決定し、それによって両者の間のどこに位置付けられるかを決める。その結果、例えば、会計上は
100%株式に分類されているハイブリッド証券を、ムーディーズは 75%の負債性と 25%の株式性を有

する証券として取り扱うことがある 9。 

投資適格等級発行体の貸借対照表上では、株式性と負債性のウエイトに応じてハイブリッド証券を

分類する。 

図表 15 

バスケット 債務のウエイト 株式のウエイト 

A 100% 0% 

B 75% 25% 

C 50% 50% 

D 25% 75% 

E 0% 100% 
出所: Moody’s Investors Service 
 

この考え方に基づいて、会計上では 100%負債、または 100%株式、あるいは非支配株主持分として

分類されているものに対して、調整が必要になることが多い。一部のケースでは、株式に分類する金

額を制限する。  

また貸借対照表の分類に応じて、損益計算書にも支払利息または配当の調整を行う。例えば、債

券型証券の一部に「株式への類似性」があるとみられる場合、ムーディーズはその比率に応じて支
払利息を配当に分類し直す。逆に、株式型証券の一部に「負債への類似性」があるとみられる場合、

ムーディーズはその比率に応じて配当を支払利息に分類し直す。 

 
9  ハイブリッド証券の分類に関するさらに詳しい情報については、ムーディーズのハイブリッド証券のエクイティクレジット

に関するクロス・セクター格付手法を参照されたい。このクロス・セクター格付手法は、ムーディーズのウェブサイトから

入手できる。 
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ムーディーズは同様のアプローチをキャッシュフロー計算書にも適用し、貸借対照表上の分類に応じ

てキャッシュ・アウトフローを支払利息または配当として反映する。 

投機的等級発行体については、ハイブリッド証券へのエクイティクレジットの付与は当該証券の特徴
に応じて 100%か 0%となる。この取り扱いは、特に、負債のデフォルトが回避できる場合に、ハイブリッ

ド証券の利払いが行われる確実性が（投資適格等級発行体に比べて）低いことを反映している。 

財務諸表の調整方法 

次の 2 つの図表は、ハイブリッド証券に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表16 

債務に分類されているハイブリッド証券を株式に分類変更するための標準的調整 
貸借対照表 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、貸借対照表上で、負債に分類されていた

ハイブリッド証券を株式（優先株）に分類変更する。 

損益計算書 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、損益計算書上で、ハイブリッド証券の株式

部分の支払利息を優先配当に分類変更する。 

キャッシュフロー 
計算書 

ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、キャッシュフロー計算書上で、ハイブリッド

証券の株式部分の支払利息（営業キャッシュフロー）を優先配当（財務キャッシュフロー）に

分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

 

図表 17 

株式に分類されているハイブリッド証券を負債に分類変更するための標準的調整 
貸借対照表 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、株式に分類されていたハイブリッド証券を

負債（劣後債）に分類変更する。 

損益計算書 ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、ハイブリッド証券の債券部分の優先配当

を支払利息に分類変更する。 

キャッシュフロー 
計算書 

ハイブリッド証券が当てはまるバスケットに応じ、ハイブリッド証券の債券部分の優先配当

（財務キャッシュフロー）を、支払時に支払利息（営業キャッシュフロー）に分類変更する。 
出所: Moody’s Investors Service 

証券化・ファクタリング取引 

会計基準上の問題点 

企業は、ファクターや証券化トラストへ債権を譲渡した場合、売却として計上することが多い。ほとん
どの場合、資産譲渡の第一の目的は低コストでの現金調達である。一部の会計基準はこうした取引

を売却として取り扱うが、そのような取り扱いをすると企業間の財務諸表の比較ができなくなる。従来
の方法（必要運転資本を賄うためにリボルビング信用枠から資金を引き出すなど）で資金調達を行う

企業と、債権の売却により資金を調達する企業では、借入の経済性という点では極めて類似性が高
いとみられるにも関わらず、財務諸表上は異なって見えることになる。債権を売却すれば負債が減

少する可能性があるため財務比率は一時的に改善するかもしれない。しかし、一般的に、債権の売

却は発行体の信用リスクを低下させないとムーディーズは考えている。その理由として、関連する債
権は通常、貸借対照表で最も質が高い資産であること、繰延対価またはそれに類似した第三者との

繰延支払契約を通じて回収リスクが企業に残存するケースがあること、そのような質の高い資産を
売却することは将来の財務の柔軟性を低下させること、債権の売却をやめれば、発行体はいずれ現

金の流出に直面することがあげられる。債権を売却すれば、企業の債権者には流動性が低く不確実

な価値しか持たない資産が残されることになるため、予想貸倒損失が増加する可能性もある。 
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ムーディーズの分析上の対応 

運転資本の価値によって現金を調達する場合、売却/証券化と担保付借入とでは、分析上の違いは

ほとんどないとムーディーズはみている。そのため、ムーディーズの信用分析では、会計上の取り扱
いではなく、短期的な恩恵と証券化取引が終了した場合の長期的なリスクからみたキャッシュフロー

への影響に重点を置く。ムーディーズは、標準的想定として証券化取引は継続しないと考え、債権
のファクタリングや証券化の取り消しが現金流出につながるとみられる場合、通常はそのような取引

を信用分析上、担保付き借入と変わらないとみなし、必要に応じて財務諸表を調整する。 

一部の発行体は、ファクタリング・証券化取引が多額に上る場合でも限定的な開示しか行わない、あ
るいは開示しないことがある。債権の計上額が同業種・同地域の同規模の他社と比べて著しく低い

場合、その理由として未開示のファクタリング・証券化取引や、顧客との非標準的な支払い条件交

渉が考えられる。あるいは、事業の基本的な性質に存在する恒久的な相違を反映しているにすぎな
いという場合もある。ムーディーズは、債権計上額の差が売上高からみて事業の基本的な相違を反

映していると考えられる場合を除いて、債権を標準的な金額に調整すれば債務がどのように変化す
るかを推定し、公表する財務比率は変更せずに、その推定を格付のためのリスク分析で定性的に考

慮することもある。 

そのような取引を担保付借入と見做さない例外は稀であるが、2 つの例を挙げる。 

» 規制対象の公益企業の暴風災害復興債（storm recovery securitization bonds）は、公益企業が

暴風災害復興債の発行により資金調達を行った後、その返済目的であることを明示した追加料

金を顧客から将来徴収できるというもので、この債券の発行を可能にする法案が既に成立して

いれば、調整対象の例外となる。ムーディーズは、規制・法制面でサポートを受けるという点で、

これらの証券化取引は他の債権証券化取引とは異なると考えている。財務諸表に負債金額が

記載されておらず、ムーディーズが財務諸表調整を行わない場合は、将来の料金引き上げにお

ける柔軟性が潜在的に低下する、等の公益企業が受ける他の影響を引き続き定性的に考慮す

る。 

» 中国本土の銀行引受手形割引（Bank Acceptance Drafts Discounting: BADD）。中国では、銀行

引受手形の発行、引受および割引は、「中華人民共和国票据法」およびその他の関連法規の

適用を受ける。これらは同国の支払・決済制度を構成するもので、全国的な銀行間手形決済シ

ステムによって支えられている。ムーディーズは、これらの契約を他の債権証券化/割引取引と

は異なるとみなしている。これらの契約が取り消される可能性は極めて低い。例外としての取り扱

いは、中国のすべての BADD 取引に適用される。 

財務諸表の調整方法 

スポンサーが財務諸表上は売却として報告する証券化取引に関するムーディーズの調整方法を次

表に示す。ムーディーズは、売却を負債として扱った方が、分析上より適切であると考えている。 

 
10  通常、企業の長期格付に基づく長期借入金利よりいくらか低い金利を、推定短期金利として代用する。 

図表 18 

証券化・ファクタリング取引に関する標準的調整 
貸借対照表 企業が証券化取引によって譲渡した資産の、未回収または未実現の期末残高を、貸借対

照表の負債として加算する。また対応する資産を同額分加算する。 

損益計算書 調整による債務増加分の支払利息を当該企業の短期借入金利（またはそれに代わる金利
10）で計算し、同額分、その他費用を減算する。 

キャッシュフロー 

計算書 

取引に関わるキャッシュフローを、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフローおよび財務

キャッシュフローに分類変更する。 

» 最初のキャッシュフローを営業キャッシュフローから財務キャッシュフローに分類変更し、

投資キャッシュフローに計上されている受益権の回収からのキャッシュフローを営業キャ

ッシュフローに分類変更する。 

» その後の期間については、取引資産の未回収額または未実現額の期中増減額を分類

変更する。 
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出所: Moody’s Investors Service 

後入先出法評価による棚卸資産  

会計基準上の問題点 

US GAAP は、貸借対照表上の棚卸資産を後入先出法（LIFO）で評価することを認めているが、IFRS
や他の国内版 GAAP は認めていない。物価上昇時には、LIFO を用いた貸借対照表上の棚卸資産
計上額が、先入先出法（FIFO）による評価額、再調達原価、市場価額より小さくなり得る。そのため、

LIFO を採用している企業と、FIFO やその他の方法を採用している企業の貸借対照表を直接比較す

ることはできない。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、LIFO による棚卸資産の評価額が FIFO による評価額より低い場合、LIFO を採用し

ている企業の財務諸表の棚卸資産の評価額を、FIFO に変えて調整する。この調整により、これら 2
つの異なる会計基準を棚卸資産の評価に用いる企業間の比較可能性が高まる。また、これによっ

て LIFO による棚卸資産の評価額がより直近のコストを反映したものになる。 

この調整は貸借対照表に対してのみ行い、損益計算書およびキャッシュフロー計算書の調整は行

わない。  

財務諸表の調整方法 

次表は、LIFO で評価された棚卸資産に関するムーディーズの調整方法を示したものである。 

図表19 

LIFO により評価された棚卸資産についての標準的調整 
貸借対照表 FIFO による評価額が LIFO による評価額を上回る場合、LIFO による棚卸資産評価

損失引当金の額だけ棚卸資産を増額する。. 

損益計算書 調整なし。 

キャッシュフロー計算書 調整なし。 
出所: Moody’s Investors Service 

例えば、取引された債権の未回収額は、 

– 期初から期末にかけて増加した場合、その増加分を営業キャッシュフローから財

務キャッシュフローに分類変更する。 

– 期初から期末にかけて減少した場合、その減少分だけ営業キャッシュフローを増

額し、財務キャッシュフローを減額する。 
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営業活動からの資金（FFO）の測定の整合性 

会計基準上の問題点 

一部の会計基準では、キャッシュフロー計算書で間接法を用いて営業キャッシュフローを柔軟に計

算することができる。相違点は、計算の始点（純利益、営業利益、税引前利益のいずれか）11である。
運転資本調整前営業キャッシュフローおよび FFO は、（1）実際の法人税等支払額と当期の法人税

等費用、および（2）純利息支払額（資産化利息を含む）と純利息費用（資産化利息を含むが、借入
以外の長期債務の割引に関連する利息を除く）の差額をどこまで運転資本に含めるか、除外するか

によって変わる。 

ムーディーズの分析上の対応 

US GAAP では、営業キャッシュフローの計算の出発点として純利益を用いることが求められるため、
FFO に法人税等支払額および純利息支払額ではなく、当期の法人税等費用と純利息費用が含ま

れることになる。費用計上される額と実際の支払額の差は、運転資本の増減に反映される。計算の

出発点が異なる場合、異なる会計制度の間で FFO の計算の整合性を図るには、営業キャッシュフ
ローの調整が必要になる。例えば、税引前利益を出発点として営業キャッシュフローを計算する企

業の場合、当期の法人税等費用と法人税等支払額の差額を事業活動からの資金の計算にあたっ
て、運転資本の計算に含める必要がある。また、営業利益を出発点として営業キャッシュフローを計

算する企業の場合、純利息費用額（資産化利息を含むが、借入以外の長期債務の割引に関連す
る利息を除く）と純利息支払額（資産化利息を含む）の差額、および当期の法人税等費用と実際の

法人税等支払額との差額の両方を、FFO の計算にあたって、運転資本の計算に含める必要がある。 

財務諸表の調整方法 

次表は、営業キャッシュフローの計算の出発点の違いに関わるムーディーズの調整方法を示したも

のである。 

図表 20 

FFO の計測の一貫性を確保するための標準的調整 
貸借対照表 調整なし。 

損益計算書 調整なし。 

キャッシュフロー計算書 » 営業キャッシュフローの計算の出発点が税引前利益の場合、当期の法人税等
税費用と実際の法人税等支払額の差額分、運転資本を調整する。 

» 営業キャッシュフローの計算の出発点が営業利益の場合、当期法人税等税費
用と実際の法人税等支払額の差額、および純利息費用（資産化利息を含む
が、借入以外の長期債務の割引に関連する利息を除く）と純利息支払額（資
産化利息を含む）の差額分、運転資本を調整する。 

出所: Moody’s Investors Service 

例外的・非経常的項目 

会計基準上の問題点例外的・非経常的項目は、財務数値の推移について誤った認識を生じさせる

ことがある。例えば、一度限りの大きな取引の影響を分離した分析がなされなければ、企業の市場シ
ェア、売上高、利益、営業キャッシュフローの推移について誤った印象を与える可能性がある。例と

して次のものが挙げられる。 

 
11  純利益がキャッシュフロー計算書の始点となっているように見えるが、純利息費用と法人税等費用が足し戻されていれ

ば、営業利益を始点とした場合と同じである。同様に、始点が純利益でも、法人税等費用が足し戻されていれば、税引

前利益を始点とした場合と変わらない。 
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» 例外的に大きな額の取引（売上、費用、またはキャッシュフローを発生させるもの）で、経営陣が

予測しうる将来において再発することを想定していないもの。 

» 不動産の売却を滅多に行わない企業による不動産売却などの取引。 

» 過去に発生したが、まもなく効果が消滅すると経営陣が考える取引。 

ムーディーズの分析上の対応 

ムーディーズは、例外的・非経常的な取引および事象の影響を損益計算書およびキャッシュフロー

計算書上、分離して把握する。これによってムーディーズは、コア事業の実質的な推移をより正確に
捉えることができる。ムーディーズが用いる主要財務比率では、例外的・非経常的とみなされる取引

の影響を排除する。 

ムーディーズは、財務諸表を含む開示情報、経営陣による考察や事業分析を通じ、例外的・非経
常的な取引・事象を特定する。また、経営陣との対話を通じて、重要な事項をムーディーズが認識

し、その影響額を的確に把握していることを確認する。 

実務上の理由から、ムーディーズは通常、例外的・非経常的な項目について貸借対照表に調整を
加えない。ただし、例外的・非経常的な項目が貸借対照表に大きな影響を与える可能性を検討し、

必要に応じて調整を行う。 

財務諸表の調整方法 

次表は、例外的・非経常的項目に関するムーディーズの調整方法を示したものである。  

図表 21 

例外的・非経常的項目についての標準的調整 
貸借対照表 分析上、重要な場合は、貸借対照表に調整を加える。 

損益計算書 例外的・非経常的な収益、利益、費用の影響額を、指標の計算から除外する。 

キャッシュフロー 

計算書 

例外的・非経常的な項目によるキャッシュフロー影響額を、指標の計算から除外する。 

出所: Moody’s Investors Service 

非標準的調整  

標準的調整に加え、ムーディーズは、経済的実態をより的確に反映し、他社との比較可能性を高め
るために、財務諸表に非標準的な調整を行うこともある。非標準的調整には、債務ファイナンス取引

における仕入れ債務の繰り延べを調整するか否か、および調整する場合のその方法の決定など、分

析上の判断が多分に織り込まれることが多い。例えば、ムーディーズは、信用分析においてより適切
と考える予測や仮定に基づいて財務諸表を調整する場合がある。また、特定の国や地域の GAAP も

しくは IFRS の解釈が標準的なものとは異なり、ムーディーズの分析に影響する場合も、非標準的調

整を行うことがある。 

ムーディーズは、開示情報に基づいて標準的調整と非標準的調整に必要な数値を計算する。非開

示情報を格付に織り込むこともあるが、ムーディーズが公表できる分析は開示情報に基づくものに限

られる。 

次に非標準的調整の例をいくつか挙げる。  

「公正価値オプション」の選択に基づき公正価値で計上された債務 

US GAAP および IFRS では公正価値オプションがあり、企業は金融商品ごとに、一定の金融資産・債

務の公正価値での評価方法を選択できる。企業が自社の債務に対してこのオプションを選択した場

合、ムーディーズは債務を、貸借対照表上で公正価値から償却原価（または額面価額）に調整し、

債務の公正価値の変化に関わる損益を損益計算書上で調整する。 
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損益計算書で報告されるその他の退職後給付（OPEB）債務の市場価値の変動 

US GAAP では、OPEB の市場価値の変動を損益計算書に毎期計上するという会計方針を採用して

いる企業は、期によって損益が大きく変動する可能性がある。ムーディーズの年金に関する標準的

調整により、市場価値の変動の影響は営業利益、EBIT、EBITDA から除去される。企業が多額の
OPEB 債務も抱えている場合、年金債務の市場価値変動の影響と同様、OPEB 債務の市場価値変

動の影響も損益計算書に反映されることがある。 

貸借対照表で報告される複数事業主年金制度（MEPP）の脱退負担金 

複数事業主年金制度から脱退する企業は、脱退負担金を数年にわたり支払うことを制度側と交渉
する。脱退負担金は貸借対照表に計上される。企業の複数事業主年金制度からの脱退時に、貸

借対照表に関連債務が計上されている場合、その債務を負債に準じる項目として分類変更し、現

金支出の該当部分を財務キャッシュフローに分類変更することがある。 

負債に準じるリバースファクタリング取引 

一般的にリバースファクタリングは、第三者である金融機関を用いてサプライヤーに対する短期債務
の支払期日を先延ばしするという、運転資本を用いた資金調達を指す。すなわち、サプライヤーは

期日通り（もしくは、標準的なファクタリングでは期日前に）支払いを受けるが、企業は期日より後に支
払いを行う。第三者の金融機関がそのミスマッチを埋め、企業は後日金融機関に債務を支払う。こ

の支払義務は、第三者金融機関からの前受金の返済であるが、通常は貸借対照表上に買掛金とし
て計上される。ムーディーズは、この債務を負債に準じる項目として扱い、この債務の決済に用いら

れる現金を財務キャッシュフローとして扱う可能性がある。ただし、開示情報が十分でなく、分類に一

貫性が欠けるため、この債務に対するムーディーズの見解を指標に織り込むことができない場合があ

る。 
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ムーディーズの関連出版物 

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、一定の状況では、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に

ついては、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。 

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、ムーディーズのウェブサイト

に掲載されている。 

さらなる情報については、ムーディーズのウェブサイトに掲載されている「格付記号と定義」を参照さ

れたい。 
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付録 – オペレーティング・リースのセクター係数 

セクター  リース係数 

航空宇宙・防衛  3 

アルコール飲料  3 
 アパレル  4 

資産運用  6 

自動車メーカー  3 

自動車部品  3 

建材  3 

法人・消費者向けサービス  3 

化学  3 

通信機器  3 

通信インフラ  5 

建設  3 

消費者サービス  4 

流通・サプライチェーンサービス  3 

発電・送電  3 

環境サービス・廃棄物管理  3 

機器・輸送機関レンタル  3 

金融会社  3 

ゲーム  4 

一般プロジェクト・ファイナンス  6 

公営鉄道  3 

医療サービス  4 

住宅建築・不動産開発  3 

独立系探鉱・生産  4 

保険ブローカレッジ  4 

保険  4 

総合石油・ガス  3 

投資持株会社  3 

多角化メディア  4 

製造業  3 

医療製品・機器  3 

中流エネルギー  3 

鉱業  3 

天然ガスパイプライン  6 

油田サービス  3 
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セクター  リース係数 

加工消費財  3 

包装  3 

紙・林業製品  3 

旅客航空  5 

旅客鉄道  3 

ケーブルテレビ・DTH  衛星放送  3 

医薬品  3 

民間運営空港・関連発行体  6 

民間運営港湾  6 

民間運営有料道路  3 

畜産・農業  3 

出版  4 

石油精製・販売  3 

規制電力・ガスネットワーク  4 

規制電力・ガス  4 

規制水道  3 

REIT・その他商業用不動産  4 

外食  6 

小売  5 

証券会社＊  5 

半導体  3 

海運  3 

ソフトドリンク  3 

ソフトウェア  3 

鉄鋼  3 

陸上輸送・流通  3 

テクノロジーハードウェア  3 

テクノロジーサービス  3 

通信  3 

商社  3 

規制対象外電力  6 

規制対象外公益事業  6 
* このセクターは、金融機関の分析における財務諸表の調整に関するクロス･セクター格付手法で取り扱う。 
出所: Moody’s Investors Service 
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日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCO の完全子会社である Moody's Overseas Holdings Inc.
の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下「MSFJ」といいます。）は、MJKK の完全子会社である信用格付会社です。MSFJ は、全

米で認知された統計的格付機関（以下「NRSRO」といいます。）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）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、12 万 5,000 円から約 5 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。 

MJKK 及び MSFJ は、日本の規制上の要請を満たすための方針及び手続も整備しています。 
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