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REIT およびその他の不動産会社の
格付手法
REITs and Other Commercial Real
Estate Firms Methodology
本格付手法は 2018 年 9 月に発行された“REITs and Other Commercial Real Estate
Firms”（ムーディーズ・ジャパン版 2018 年 9 月「REIT およびその他の不動産会社の
格付手法」）を代替するものである。本稿での改訂には、コーポレート・ファミリー・レー
ティングがシニア有担保債務格付と同水準の場合のシニア無担保債務格付のノッチ
ングに関する説明の追加などが含まれる。また、「本格付手法の適用範囲」のセクシ
ョンで、商業用不動産のファイナンシングに従事して主としてシニア商業用モーゲー
ジを保有する発行体は別の格付手法に基づいて格付される旨を追記した。読みや
すさ向上のために編集上の変更も加えた。
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はじめに
本格付手法では、世界の不動産投資信託（Real Estate Investment Trusts: REIT）、お
よびその他の商業用不動産 1を保有・運用する会社の信用リスクを評価する際のムー
ディーズの一般的なアプローチを説明する。本セクターの格付に影響を与える可能
性のある定性的要因および定量的要因に関する説明も含まれている。
本格付手法では本セクターで用いられるスコアカードについて説明している。スコアカ
ード 2は、本セクターに属する企業の信用プロファイルを推定し、格付を付与する際に
通常、最も重要となる要因の多くを簡潔な形で説明するために、ほとんどのケースで
用いることのできる比較的単純なツールである。スコアカードの要因の評価には、過去
のデータと予測のいずれか、あるいは両方を用いる場合がある。
ムーディーズでは、その他の考慮事項として、スコアカード以外で評価する要因も考察
する。これは、そうした要因の信用力上の重要性がセクター内で発行体によって広く
異なる場合や、特定の状況下または一部の発行体にのみそうした要因が重要となる
場合があるためである。また、1 つ以上のクロス･セクター格付手法で説明されている格
付上の考慮事項のいくつかが、本セクターの格付にとって重要な場合がある 3。また、
格付は将来を見通した評価であるため、リスクとその緩和要因の方向性に関する見解
を定性的に織り込むことが多い。
従って、スコアカードの結果が実際の格付に一致するとは限らない。

1

ムーディーズは、REIT およびその他の、商業用不動産を所有・運営する不動産会社を商業用不動産
会社と称する。

2

ムーディーズの格付手法およびリサーチにおいて、「スコア カード（scorecard）」と「グリッド（grid）」の用
語は同じ意味で用いられる。

3

ムーディーズのセクター格付手法およびクロス・セクター格付手法については「ムーディーズの関連出
版物」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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本格付手法は、(i)本格付手法の適用範囲、(ii)セクターの概要、(iii)スコアカードの枠組み、(iv)スコ
アカード要因の説明、(v)スコアカードに反映されない他の格付上の考慮事項、(vi)発行体格付と証
券格付の付与、(vii)格付手法の想定、および(viii)限界について説明している。付録 A では、スコアカ
ードから推定される格付を導く方法について説明し、付録 B では、スコアカード上の要因、サブ要因、
ウエイト、閾値の一覧を示している。

本格付手法の適用範囲
本格付手法は、長期投資向け商業用物件の保有および運営に主に携わる 4、世界の商業用不動
産会社に適用する。これには、REIT や、収益を創出する不動産や不動産関係資産（オフィス、産業
用不動産、集合住宅、商業施設等）を所有および運営する会社 5が含まれる。商業用不動産会社
は通常、持株会社または事業会社レベルで担保付債務または無担保債務を発行する。この債務が
本格付手法の適用対象となる。モーゲージ債務（通常、ノンリコース債務）には本格付手法は適用さ
れない。
主に戸建て住宅、集合住宅、および大規模マンションの建設・販売を行っている住宅建設会社およ
びディベロッパーは、他の格付手法で取り扱われる。これらは商業向けおよび公共向けの建設・改築
を主とする会社である。商業物件サービス（賃貸、仲介等）を主とする会社には、法人・消費者向け
サービス業界の格付手法が適用される。商業不動産担保証券プールも、他の格付手法に基づいて
格付けされる。
商業用不動産のファイナンシングに主に従事し、主としてシニア商業用モーゲージを保有する REIT
や商業用不動産会社は、ファイナンス・カンパニーの格付手法に基づいて格付される。

セクターの概要
REIT は商業用不動産を保有・運営する投資法人であり、毎年一定の割合（一般的に課税所得
の 70～90％程度）で分配を行わなければならないと大半の法域において定められている。課
税所得からの配当の控除は認められる。また、事業の一定割合がパッシブな商業用不動産事
業に関連するものであることを示す、様々な所得・資産要件を満たさなければならない。
不動産投資は極めて資本集約的な事業であり、REIT は配当義務があるため、キャッシュをほと
んど留保しない。他の商業用不動産会社には配当義務はないが、通常、配当を実施している
ため、留保キャッシュフローはやはり限定的である。
米国で取引されている上場 REIT の多くは、アンブレラ・パートナーシップ REIT（UPREIT）構造をとって
おり、UPREIT に資産を譲渡する資産所有者にとって大きな税制上の利点がある。この構造では、
REIT は直接には資産を所有せず、資産または資産の持分を所有するオペレーティング･パートナー
シップの、ジェネラル･パートナーシップまたはリミテッド･パートナーシップを有する。この構造をとる
REIT は通常、オペレーティング･パートナーシップ･レベルで債券を発行する。

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。
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会社の主な事業の検討は一般的に、事業上のリスクの量に基づく。事業上のリスクは通常、その企業の収益、利益、
キャッシュフローに対する割合でみる。
これらは一般的に不動産運営会社（REOC）と称される。
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スコアカードの枠組み
本格付手法のスコアカードは 4 つの要因から構成される。4 つの主要要因はさらにいくつかのサブ要
因に分解される。
図表 1

REIT および他の商業用不動産会社のスコアカードの概要
要因

要因のウエイト

規模

5%

事業プロファイル

25%

流動性および資本へのアクセス

25%
45%

レバレッジとカバレッジ

100%

合計
出所：Moody’s Investors Service

サブ要因

サブ要因のウエイト

5%

償却前総資産
市場地位および資産の質

15%

事業環境

10%

流動性および資本へのアクセス

15%

担保に供されていない資産 /償却前総資産

10%

総有利子負債 + 優先株式 / 償却前総資産

15%

純有利子負債 / EBITDA

10%

有担保負債 / 償却前総資産

10%

フィクストチャージカバレッジ

10%
100%

合計

スコアカードの利用およびスコアカードの仕組みについての説明については、付録 A の一般的な説明
を参照されたい。スコアカードは格付委員会が格付を付与するにあたり検討する全ての要因を網羅
したものではない。「その他の考慮事項」と「限界」のセクションを参照されたい。

スコアカード要因の説明
以下に、各要因又はサブ要因の全般的なアプローチを示すとともに、それらが格付分析上有用な指
標である理由を説明する。

要因: 規模 （ウエイト 5%）
この要因を重視する根拠
規模は、安定しているか拡大途上の市場地位を支える発行体の能力を示す重要な指標である。商
業用不動産会社の規模が大きいほど、需要変化に対応し、コスト変動を吸収する能力が高まる。
評価方法
償却前総資産
償却前総資産は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づく簿価か、国際財務報告
基準（IFRS）における総資産の公正価値を用いて算定または推定する。GAAP に基づく償却前総資
産は、資産合計額に減価償却累計額を加えたものに等しい。
要因

規模 （ウエイト 5%）
サブ要因

償却前総資産
(10 億米ドル)*

サブ要因の
ウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

5%

≥ $60

$20 - $60

$10- $20

$2 - $10

$1 - $2

$0.25 - $1

$0.10 - $0.25

< $0.10

* この線形スコアリング・スケールにおいて、Aaa のエンドポイント値は 800 億ドルであり、800 億ドル以上の値の数値スコアは 0.5 に相当する。Ca のエンドポイント値は 5,000 万ドル
であり、5,000 万ドル以下の数値スコアは 20.5 に相当する。

出所：Moody’s Investors Service
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要因 : 事業プロファイル（ウエイト 25%）
この要因を重視する根拠
REIT または商業用不動産会社の事業プロファイルは、そのポートフォリオの安定性に関する重要な
指標を提示する。その評価は、幾つかの分散値、賃貸期間、テナントの質、市場地位、規模、事業
環境に基づく。
分散は、特定地域・都市の景気下降局面におけるマイナスの影響の緩和に寄与しうるため、重要で
ある。資産がひとつの業種への集中がみられる市場に所在する REIT は、その業種の下降局面や変
動局面の影響を受けることがある。賃貸期間やテナントの質は、賃貸料収入の安定性の指標となる。
市場地位は、信用力の高いテナントをひきつけ、価格交渉力を維持するために重要である。また、会
社の市場地位が高いほど、常に良好な取引を確保できる可能性が高まる。
事業環境は、不動産サイクルを通じた変動性や需要変化への対応力を示す重要な指標である。
評価方法
本要因のスコアは、市場地位および資産の質、事業環境の 2 つのサブ要因に基づく。
市場地位および資産の質:
この要因のスコアリングは主に、商業用不動産会社の不動産運用ポートフォリオの分散、市場地位、
及び安定性の定量的評価に基づく。
分散 ムーディーズは通常、立地、業種、テナントの集中に基づいて分散を評価する。また、物件が
人口密度の高いエリア（ビジネス街や、主要都市の住宅地等）に所在するか否かも考慮することがあ
る。こうしたエリアは通常、人口密度の低いエリアより安定度が高い。
市場地位 ムーディーズは通常、その会社がコア市場で主導的な地位にあるか否か、その主導的地
位が価格支配力やより利益率の高い競争上の地位につながっているか否かを検討する。市場地位
を検討する際には通常、物件の種類と立地を考慮する。例えばショッピングモールや倉庫の場合は
相対的にフランチャイズを確立しやすいが、需要がブランドよりも立地や質に基づくオフィスビルやマ
ンション市場では、価格支配力を確保することが難しい場合が多い。
複数の市場の複数のアセットタイプにおいて主導的地位を確立している発行体は通常、その地位が、
入居率および相対的に高い賃料につながっていれば、高いスコアが付与される。また、主導的地位
の強さと深さの評価にあたっては、国、業種、サブマーケット、テナントの分散も検討する。
安定性と需要 ムーディーズは通常、商業用不動産会社の物件投資ポートフォリオと、物件が所在
する市場を検討する。また、入居率、賃貸期限、相場賃料、規制動向、物件状態、物件の競争力、
立地の動向、テナントまたはオペレーターの構成および質、供給見通し、経済価値の毀損から物件
を保護しうる競争上の障壁も考慮する。
幅広いテナント、債券・株式投資家を惹きつける可能性がある質の高い物件（クラス A 物件） 6を所
有する会社は、この要因について相対的に高いスコアが付与される。クラス A 物件は、契約更新時、
売却時、リファイナンス時に、クラス B 物件やクラス C 物件より市場性が高い傾向にある。クラス B
物件も、商業用不動産会社が特定のクラスおよび物件セクターで強みを確保している場合、安定し
た需要を生み出すことがある。
市場地位と物件の質の評価に際し、ムーディーズは、厳しい市況や異なる設備投資ニーズといった
保守的な想定の下での、商業用不動産会社のパフォーマンスを考慮する。また、既知あるいは潜在
的な環境・規制対応義務も考慮することがある。これらは物件種類や立地に固有のものである可能
性がある。ムーディーズは通常、国・地域の景気動向が物件ポートフォリオに与える影響、商業用不
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クラス A 物件とは、良好な立地と物件の質に基づき、市場で優れた物件をさす。クラス B 物件は、立地は良好だが物件
の質が相対的に低いか、質は高いが立地が劣る物件をさす。クラス C 物件は、立地も物件の質も明らかに大幅に劣る
物件をさす。
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動産会社がどの程度その地位を維持しうるかを考慮する。ムーディーズは、国・地域経済動向を踏
まえて、不動産会社の経済における役割を検討する。
事業環境:
このサブ要因のスコアは、マクロ経済環境の強さと変動性、および不動産サイクルを通じた需要の変
動性および耐性に対する、ムーディーズの定性的な、将来を見通した評価に基づいている。
また、不動産市場の流動性と透明性、規制の枠組みの安定性と有利性も検討する。会社が事業を
行う市場の賃料、資産価格（capital value）、空室率の過去のトレンドも検討する。
供給が限定的で、構造的な供給不足状態にある市場で事業を行う会社は通常、この要因において
相対的に高いスコアが付与される。高いテイクアップ水準 7 （賃貸状況）、入居率および（不動産市
場に流動性をもたらす）取引量の上昇は、良好な事業環境を示す指標である。テナントが賃貸借契
約において相対的に高い価格交渉力を有する場合に比べ、家主が相場を上回る賃料を得られる良
好な位置付けにある市場で事業を行っている場合には通常、このサブ要因において高いスコアが付
与される。
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テイクアップ（アブソープション）は、入居済み面積に基づき、ある期間の賃貸状況を推定した指標である。入居率は、入
居済み面積と総供給面積を比較したものである。
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要因

事業プロファイル（25%）
サブ要因

サブ要因の
ウエイト

市場地位
および
資産の質
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15%

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

全てのアセットがグロー
バルなゲートウェイ都市
に所在し、ほとんどがト
ロフィー物件である。ア
セットクラスが極めて大
規模で、会社は市場で
上位 3 位に入る。極め
て質の高いテナントを市
場でも最高の賃料で獲
得しうる、クラスで圧倒
的に優良なクラス A の
スペース。不動産サイク
ルを通じて家主が価格
支配力を有する。収入
の大半が、長期賃借ま
たは高い更新率の優良
な実績をもつ極めて質
の高いテナントからの賃
料収入。入居率の実績
が極めて良好。ポートフ
ォリオの分散が極めて
優良。単一業種または
足元の景気要因へのエ
クスポージャーが極め
て小さい。 単一の非政
府テナントが総収益の
5%以下。

アセットの大半がグロー
バルなゲートウェイ都市
に所在する。アセットク
ラスが大規模で、会社
は市場で上位 5 位に入
る。非常に質の高いテ
ナントを市場相場を大き
く上回る賃料で獲得しう
る、ほとんどがクラス A
のスペース。不動産サ
イクルを通じて家主が価
格支配力を有する。収
入の大半が、長期賃借
または高い更新率の優
良な実績をもつ非常に
質の高いテナントからの
賃料収入。入居率の実
績が良好。ポートフォリ
オの分散が非常に優
良。単一業種または足
元の景気要因へのエク
スポージャーが限定的。
単一のテナントが総収
益の 7.5%以下。

アセットクラスの規模
が優良で、会社は市
場で上位 10 位以内
に入る。質の高いテナ
ントを市場相場以上
で獲得しうる、大半が
クラス A のスペース。
家主が一定の価格支
配力を有する。収入
の高い割合が、長期
賃借または高い更新
率の良好な実績をも
つ良質なテナントから
の賃料収入。入居率
の実績が良好。ポート
フォリオの分散が優
良。単一業種または
足元の景気要因への
エクスポージャーが幾
分ある。単一のテナン
トが総収益の 10%以
下。

アセットクラスの規
模が良好で、会社
は市場で上位 20
位以内に入る。良
質なテナントを市場
相場で獲得しうる、
クラス A のスペース
が多い。家主が一
定の価格支配力を
有する。収入の比
較的高い割合が、
長期賃借または高
い更新率の良好な
実績をもつ良質な
テナントからの賃料
収入。入居率の実
績が良好。ポートフ
ォリオの分散が良
好。単一業種また
は足元の景気要因
へのエクスポージャ
ーに対応可能。単
一のテナントが総
収益の 15%以下。

アセットクラスの規
模が中程度。スペ
ースの大半がクラ
ス B で、市場相場
程度または市場相
場を下回る賃料で
テナントを獲得しう
る。良質なテナント
からの収入が限定
的。入居率の実績
が幾分限定的。ポ
ートフォリオの分散
が中程度。単一業
種または足元の景
気要因へのエクス
ポージャー。単一の
テナントが総収益
の 20%以下。

アセットクラスの規
模が限定的。スペ
ースの大半がクラ
ス B で、市場相場
を下回る賃料でテ
ナントを獲得しうる。
入居率の実績は限
定的。ポートフォリ
オの分散も限定
的。単一業種また
は足元の景気要因
へのエクスポージャ
ーが高い。単一の
テナントが総収益
の 25%以下。

アセットクラスの規
模が小さい。ほとん
どがクラス B および
C で、テナント賃料
は市場相場を大きく
下回る水準。入居
率の実績は低い。
ポートフォリオの分
散度も低い。単一
業種または足元の
景気要因への集中
したエクスポージャ
ー。単一のテナント
が総収益の 25%
超。

アセットクラスの
規模が著しく小さ
い。全てがグレ
ード B および C
の物件で、テナ
ント賃料は市場
相場を大きく下
回る水準。入居
率の実績は著し
く低い。ポートフ
ォリオは分散さ
れていない。単
一業種または足
元の景気要因へ
の集中度の高い
エクスポージャ
ー。単一のテナ
ントが総収益の
30%超。
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要因

事業プロファイル（25%）
サブ要因

サブ要因の
ウエイト

事業環境

10%

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

高い成長見通しのあ
る、極めて良好なマクロ
経済環境。地理的に市
場の変動性は低く、不
動産サイクルを通じて高
い需要。極めて良好か
つ持続性のある足元の
物件市場を牽引する要
因を有する（安定的かつ
有利な規制の枠組み、
又は大規模に開発され
密に区分がなされた不
動産市場を含む）。極め
て高いテイクアップ水準
および取引規模。複数
年にわたり賃料/資産価
格が大幅に上昇し空室
率が低下。供給予定が
限定的で、恒久的に構
造的な供給不足。 極め
て流動性が高く透明な
不動産市場。長期にわ
たり所有者が極めて高
い価格支配力を有す
る。

安定的な成長見通しの
ある、非常に良好なマク
ロ経済環境。地理的に
市場の変 動性は低く、
不動産サイクルを通じて
持続的な需要。非常に
良好かつ持続性のある
足元の物件市場を牽引
する要因を有する（安定
的かつ有利な規制の枠
組み、又は大規模に開
発され、密に区分がなさ
れた不動産市場を含
む）。非常に高いテイク
アップ水準および取引
規模。複数年にわたり
賃料/資産価格が上昇し
空室率が低下。供給予
定が非常に少なく、構造
的な供給不足。流動性
が高く透明な不動産市
場。中期的に所有者が
極めて高い価格支配力
を有する。

安定的な成長見通し
のある、優良なマクロ
経済環境。地理的に
市場は高い成長余力
があり、新規供給は
制限されている。優良
かつ持続性のある足
元の物件市場を牽引
する要因を有する（安
定的かつ有利な規制
の枠組み、又は大規
模に開発され、密に
区分がなされた不動
産市場を含む）。優良
なテイクアップ水準お
よび取引規模。複数
年にわたり賃料/資産
価格が安定的から緩
やかに上昇し空室率
が低下。供給予定が
少ない。流動性があり
透明な不動産市場。
所有者が高い価格支
配力を有する。

安定的な成長見通
しのある、良好なマ
クロ経済環境。地理
的に市場は着実な
成長力があり、新
規供給は低～中水
準。良好かつ持続
性のある足元の物
件市場を牽引する
要因を有する。良
好なテイクアップ水
準および取引規
模。複数年にわたり
賃料/資産価格、空
室率が安定。緩や
かな供給予定。あ
る程度流動性があ
り透明な不動産市
場。おおむね売り手
市場。

安定的または緩や
かな悪化見通しの
ある、マクロ経済環
境。地理的に緩や
かな成長市場で供
給過剰リスクは中
～高水準。中程度
の足元の物件市
場を牽引する要因
を有する。中程度
のテイクアップ水準
および取引規模。
複数年にわたり賃
料/資産価格がや
や低下、安定した
空室率。供給予定
が増加。ある程度
の幾分流動性があ
り透明な不動産市
場。所有者とテナン
トの力関係が均衡
した市場。

成長見通しが限定
的で、悪化傾向の
みられるマクロ経済
環境。地理的に成
長が限定的な市場
で、供給過剰のリス
クが高い。足元の
物件市場を牽引す
る要因が限定的。
テイクアップ水準お
よび取引規模がや
や低い。複数年に
わたり賃料/資産価
格が低下、空室率
が上昇。多数の供
給予定。やや流動
性が低く透明な不
動産市場。テナント
側の買い手市場。

成長見通しが低下
している弱いマクロ
経済環境。地理的
に成長が限定的ま
たは低下している
市場で、従来、変動
性が高い。足元の
物件市場を牽引す
る要因が弱い。テイ
クアップ水準および
取引規模が弱い。
複数年にわたり賃
料/資産価格が急
激に低下、空室率
が上昇。非常に多
数の供給予定。流
動性が低くやや不
透明な不動産市
場。非常に強いテ
ナント側の買い手
市場。

一貫して成長の
弱い、低調なマク
ロ経済環境。足
元の物件市場を
牽引する要因が
弱く、過去の変
動性が非常に高
い。テイクアップ
水準および取引
規模が劣ってい
る。複数年にわ
たり、賃料/資産
価格が急激に下
落 、空室率も急
激に上昇。極め
て多数の供給予
定。不動産市場
は非常に流動性
が低く不透明。
極めて強いテナ
ント側の買い手
市場。

出所：Moody’s Investors Service
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要因: 流動性と資本へのアクセス（ウエイト 25%）
この要因を重視する根拠
流動性管理と資本へのアクセスは、全ての商業用不動産会社にとって重要な考慮事項である。そ
の事業が資本集約的であり、信用市場および資本市場へのアクセスがサイクルの影響を受けうるた
めである。REIT の現金留保は税制によっても制約されるため、事業を支えるための外部資本を継続
的に確保する必要がある。多くの場合、他の商業用不動産会社のほうが、配当義務がないことから
REIT より財務の柔軟性が高い。
商業用不動産会社が保有する、担保に供されていない資産の償却前総資産に対する比率は重要
である。制約がなく抵当権も設定されていない物件であれば、当該物件を担保とする債務を発行す
る、あるいは売却することによって代替流動性原資を確保できるためである。担保に供されていない
資産の償却前総資産に対する比率が大きいほど、商業用不動産会社が、無担保債務を期日に履
行する柔軟性が高まり、デフォルト時の回収率も高まる可能性がある。
評価方法
本要因のスコアは、流動性および資本へのアクセス、担保に供されていない資産の償却前総資産
に対する比率の 2 つのサブ要因に基づく。
流動性および資本へのアクセス
流動性分析において、ムーディーズは、向こう 12 ヵ月に使用が見込まれるキャッシュに対する、流
動性の規模と種類を考慮する。信頼性ある流動性原資（1 年以上の必要資金を賄うコミットメントライ
ン等）を有する商業不動産会社は通常、この要因のスコアが高くなる。流動性原資が少ない、あるい
は短期的な必要資金を賄うことのできない不動産会社は通常、この要因のスコアが低くなる。
流動性原資には、コミットメントライン、現金残高、営業キャッシュフロー、資本市場における調達、担
保に供されていない資産が含まれうる。高格付の主要取引銀行から、コベナンツ抵触事由まで十分
な余裕のある複数年のコミットメントラインを確保している発行体は通常、この要因のスコアが高くなる。
そうした流動性原資があれば、財務の柔軟性が高まり、安定した資金調達源となるためである。
キャッシュの使途には、債券や、モーゲージ、信用枠の元利支払、資本的支出、開発プロジェクト、
配当が含まれうる。ムーディーズは通常、債務履行のタイミングや、債務の期限が均等に分散してい
るか否かを考慮する。債務の満期が分散していれば、発行体の債務リファイナンスの時間と選択肢
が増えるため、この要因のスコアが高くなる可能性がある。REIT では、正味課税所得の大半を配当と
して株主に分配しなければならないため、REIT が予想される必要キャッシュを確保する能力につい
ての分析には通常、運転資本控除前営業キャッシュフロー（Funds from Operation (FFO)）に対する
配当の評価が含まれる。一部の国では、配当を株式またはキャッシュで支払うことができるため流動
性が高まり、流動性ひいては信用力の向上につながる。また、商業用不動産会社の債券・株式市場
へのアクセスも検討する。REIT ではキャッシュフローの大半を分配しなければならないため、債務履
行能力は、キャッシュを確保する能力に大きく左右される。公募・私募市場のあらゆる資源から資金
を調達する実績を確立している REIT は通常、そうでない REIT に比べて、この要因のスコアが高くな
る。
担保に供されていない資産の償却前総資産に対する比率
分子は、償却前総資産から担保に供されている資産を差し引いたもの（GAAP ベース、または IFRS
ベースの抵当権が設定されていない資産の公正価値）、分母は償却前総資産の簿価（または IFRS
ベースの総資産の公正価値）である。GAAP に基づく償却前総資産は、総資産に減価償却累計額
を加えた額に等しい。
担保に供されていない資産には通常、土地、制約のない現金、受取債権、その他の資産（無形資
産を除く）が含まれる。
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要因

流動性および資本へのアクセス (25%)
サブ要因
のウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

流動性
および
資本への
アクセス

15%

非常に高い
内部流動性。
利用可能な
極めて信頼
性の高いコミ
ットメントライ
ンがある。あ
らゆる公募・
私募資本を確
保する能力が
著しく高く、外
部資金調達
に全く依存せ
ずに少なくと
も 2 年間の債
務償還および
必要資金を賄
える。

かなり高い内
部流動性。利
用可能な信
頼性の高いコ
ミットメントラ
インがある。
あらゆる公
募・私募資本
を確保する能
力が極めて
高く、外部資
金調達に全く
依存せずに
少なくとも 1
年間の債務
償還および必
要資金を賄え
る。

多額の内部
流動性。利用
可能な信頼
性のあるコミ
ットメントライ
ンがある。あ
らゆる公募・
私募資本を確
保する能力が
非常に高く、
外部資金調
達ほとんど依
存せずに 1 年
間の債務償
還および必要
資金を賄え
る。

十分な内部
流動性。コベ
ナンツ抵触ま
で十分余裕
のあるコベナ
ンツ付きのコ
ミットメントラ
インがある。
あらゆる公
募・私募資本
を確保する能
力が高い。1
年間の債務
償還および必
要資金を賄う
ために外部資
金調達にある
程度依存。

適度な内部
流動性。コベ
ナンツ抵触に
対しある程度
クッションのあ
るコミットメン
トラインがあ
る。多くの資
本資源を確保
する能力が中
程度。1 年間
の債務償還
および必要資
金を賄うため
に外部資金
調達にある程
度依存。

不十分な内
部流動性とコ
ミットメントラ
イン。多くの
資本資源を確
保する能力が
安定的でな
い。1 年間の
債務償還およ
び必要資金を
賄うために外
部資金調達
に依存する必
要がある。

不十分な内
部流動性とコ
ミットメントラ
イン。資本を
確保する能力
が限定的。1
年間の債務
償還および必
要資金を賄う
ために外部資
金調達に依
存する必要が
あるが、外部
資金調達が
可能かどうか
は不確実。

不十分な内部
流動性とコミ
ットメントライ
ン。資本を確
保する能力が
ない。または
1 年間の債務
償還および必
要資金を賄う
ために外部資
金調達に依存
する必要があ
るが、外部資
金調達の可
能性は低い、
または疑わし
い。

担保に供さ
れていない
資産 / 償却
前総資産*

10%

≥ 99%

97-99%

80-97%

60-80%

40-60%

20-40%

3-20%

< 3%

サブ要因

* 線形スコアリング･スケールでは、Aaa のエンドポイントは 100%である。100%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 0%で、0%は数値スコア 20.5 に相当する。

出所：Moody’s Investors Service

要因: レバレッジとカバレッジ（ウエイト 45%）
この要因を重視する根拠
レバレッジおよびカバレッジの指標は、発行体の財務の柔軟性および長期的な事業の継続性の重要
な指標であり、経済・事業環境の変化に応じて方向性を定め、対応する能力も示す。レバレッジが高
いほど、キャッシュが流出し、事業および市場における課題に対する発行体の脆弱性が高まる可能
性がある。
この要因は 4 つのサブ要因から構成される。

総有利子負債 + 優先株 / 償却前総資産
総有利子負債と優先株の償却前総資産に対する比率は、バランスシートのレバレッジを示す基本指
標である。
優先株は通常、投資家が固定配当の支払いを受けるため、負債としての多くの特徴を有する。優先
株はまた、長期的には金利の変化に伴い、商業用不動産の資本コストを調整するために償還される
とムーディーズは考えている。そのため、株式としての特徴よりも負債に類似した特徴が大きい。

純有利子負債 / EBITDA
利息・税・償却前利益に対する純有利子負債の比率（純有利子負債/EBITDA 比率）は、債務履行
能力および財務レバレッジの指標として広く用いられる。これは、物件からのキャッシュフローに対す
る有利子負債の水準を示す重要な指標である。

有担保負債 / 償却前総資産
償却前総資産に対する有担保負債の比率は、財務の柔軟性の重要な指標である。有担保負債が
低水準の会社は通常、財務の柔軟性が高い。ストレス時には、担保に供されていない資産プール
（特に、規模が大きく、分散度および質の高い資産のプール）があれば、資本へのアクセスが維持し
やすい。無担保債務の発行が困難な市況であっても有担保債務を発行できるとみられるためである。
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また、有担保負債が低水準であれば通常、無担保負債に優先するモーゲージ債務が低水準である
ことを意味するため、この比率は、無担保債権者の劣後度合いを示す指標となりうる。モーゲージが
設定された資産は、譲渡に関する制限や違約金等があるため、売却が困難である。また、モーゲー
ジ契約は、所有者が物件に修正を加える能力を制約する、あるいはその実施を遅らせることが可能
であり、資産の改善がさらに困難となる。第一順位抵当権を再設定してローン・トゥ・バリュー（LTV）を
引き上げることは、不可能でないとしても困難であり、第二順位抵当権についても同様である。従って、
資産価値の多くの部分は切り離され、資産を代替流動性資源として利用することは出来ない。モー
ゲージの仕組みによっては、取引の交渉を行う適切な管理者（スペシャル･サービサー、マスター･サ
ービサーなど）を決定することすら難しいものもある。これらの要因によって、モーゲージ資産の柔軟
性が低くなり、その結果、資産の流動性が低下し、ポートフォリオの改善やリファイナンスの能力が制
約される。

フィクストチャージカバレッジ
フィクストチャージに対する EBITDA の倍率は、事業実績から利息およびその他の固定金融費用を
支払う能力を EBITDA に基づいて測定する指標である。
評価方法
本要因のスコアは、（総有利子負債 + 優先株） / 償却前総資産、純有利子負債 / EBITDA、有担保
負債 / 償却前総資産、フィクストチャージカバレッジの 4 つのサブ要因に基づく。
（総有利子負債 + 優先株） / 償却前総資産:
分子は、総有利子負債、優先株の合計、分母は GAAP に基づく償却前総資産の簿価（あるいは
IFRS に基づく総資産の公正価値）である。GAAP に基づく償却前総資産は、総資産に減価償却累計
額を加えたものに等しい。
ムーディーズは優先株を通常、負債に類似する債務とみる。
純有利子負債 8 / EBITDA:
分子は使途が制限されていない現金および現金同等物を除く有利子負債で、分母は EBITDA.9 である。
有担保負債 / 償却前総資産:
分子は有担保負債（ノンリコース債務を含む）、分母は GAAP に基づく償却前総資産の簿価（あるい
は IFRS に基づく総資産の公正価値）である。GAAP に基づく償却前総資産は、総資産に減価償却
累計額を加えたものに等しい。
フィクストチャージカバレッジ:
分子は EBITDA、分母はフィクストチャージとなっている。これには、支払利息、資産化された利息、
優先配当、トラスト優先証券、優先事業体による分配が含まれる。
フィクストチャージカバレッジの計算上、フィクストチャージに優先配当が含まれる。これは、前述の通
り、商業用不動産会社の優先株は基本的に負債に類似した特徴をもつとのムーディーズの見方によ
るものである。
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純有利子負債に対する標準的調整には、優先株等のハイブリッド証券に関する調整が含まれる。優先株がエクイティ
に分類されない場合には、調整後有利子負債に含まれる。優先株がエクイティ･クレジットを得る度合いに応じて、その
割合が有利子負債から差し引かれる。優先株のハイブリッド・エク イティについての詳細は、「その他の考慮事項」のセ
クションのハイブリッド・エクイティ・クレジットに関する説明を参照されたい。

9

ここで算定する EBITDA は、年始から現在までの EBITDA を年換算したものか、直近 12 ヵ月間の数値である。いずれを
用いるかは、ポートフ ォリオの取引水準による（取引が活発に行われているポートフ ォリオでは年始から現在までの
EBITDA の年率換算値を用いることが多い）。年始から現在までの EBITDA の年率換算値を用いる場合には、物件種類
に応じた、会社の収益の季節性等の要因について調整を行う。い ずれを用いる場合でも、非経常的収益・費用につい
ての調整を行う。
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要因

レバレッジとカバレッジ (45%)
サブ要因のウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

総有利子負債 + 優先株 /
償却前総資産*1

15%

≤ 5%

5-15%

15 - 30%

30 - 50%

50 - 60%

60 - 80%

80 - 90%

> 90%

純有利子負債 / EBITDA*2

10%

≤ 2.0x

2.0 - 3.5x

3.5 - 4x

4 - 6x

6 - 8x

8 - 10x

10 - 13x

> 13x

有担保負債 /
償却前総資産*3

10%

≤ 0.5%

0.5- 3%

3 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

30 - 60%

60 - 80%

> 80%

フィクストチャージカバレッジ*4

10%

≥ 10x

7 - 10x

4.5 - 7x

2.5 - 4.5x

1.7 - 2.5x

1.4 - 1.7x

1 - 1.4x

< 1x

サブ要因

*1

線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 0%。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 20.5 に相当する。

*2

純有利子負債に対する標準的調整には、優先株等のハイブリッド証券に関する調整が含まれる。優先株がエクイティに分類されない場合には、調整後有利子負債に含まれる。優先株がエクイティ･クレジットを得る度合いに応じて、その割合が有利子
負債から差し引かれる。優先株のハイブリッド・エクイティについての詳細は、「その他の考慮事項」のセクションのハイブリッド・エクイティ・クレジットに関する説明を参照されたい。線形スコアリング･スケールにおいては、純有利子負債がプラスまたはゼ
ロの場合、Aaa のエンドポイントは 0 倍。0 倍は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 20 倍。20 倍以上は数値スコア 20.5 に相当する。EBITDA がマイナスの場合も同様である。純有利子負債がマイナスで EBITDA がプラスの場合、数値スコ
アは 0.5。純有利子負債がマイナスで EBITDA がマイナスの場合、数値スコアは 20.5 に相当する。

*3

線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 0%。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 20.5 に相当する。

*4

線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 12 倍。12 倍以上は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 0.5 倍。0.5 倍以下は数値スコア 20.5 に相当する。

出所：Moody’s Investors Service
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その他の考慮事項
ムーディーズでは、その他の考慮事項として、スコアカードには含まれていない要因も考察する。これ
は、そうした要因の重要性がセクター内で発行体によって広く異なる場合や、特定の状況下または
一部の発行体にのみそうした要因が重要となる場合があるためである。そうした要因には、財務統制
や財務報告の質、経営陣の質と経験、企業の法的構造、環境・社会・ガバナンスの評価、不確実な
許認可制度へのエクスポージャー、一部の国における政府との関係が含まれる。規制・訴訟・技術・
風評リスクや、消費者や企業の支出姿勢の変化、競合の戦略、マクロ経済トレンドも、格付に影響を
与えることがある。
以下は、ムーディーズの格付に反映され、スコアカードから推定される結果と異なる格付を生じさせ
る、追加的な考慮事項の例である。
開発
ムーディーズは、商業用不動産会社のキャッシュフローへの影響および事業リスクを検討するため、
成長戦略を考慮することがある。開発戦略の性質やリスク、会社の資産基盤と比較した開発ポートフ
ォリオ、プロジェクトを適時かつ予算内で完成させてきた実績、プロジェクトの資金調達方法などを検
討する。
ムーディーズは通常、経営陣の経験と、開発におけるリスク選好を検討する。複数の開発サイクルを
通じた経営陣の運営実績、市場における経験および理解、特定の物件種類に関する経験も考慮す
る。より保守的な開発アプローチは、ムーディーズの分析においてポジティブに評価される。
全ての開発活動に同等の信用リスクがあるわけではない。ビルド・トゥ・スーツ型プロジェクトは、建設
前のプレリーシング（建設検討段階での事前テナント誘致）を通じてリースアップリスクが最小限に抑
えられることから、通常、リスクが低い。ムーディーズは通常、どの程度の物件パイプラインが、そのよ
うな条件で、誰にリースアップされてきたかを検討する。そうした特徴が、そのプロジェクトがどの程度
投機的なものとなるかに影響を与える。
一方、純粋に投機的な開発は、建設リスクおよびリースアップリスクにさらされやすい。大規模な投機
的開発を進める会社は、市場におけるタイミングを見誤るリスクがある。これはとりわけ、需給が均衡
していない時期に生じる。また、下降局面で完成した新規物件はリースアップが困難で、キャッシュフ
ローを圧迫する可能性がある。
ムーディーズは通常、償却前総資産に対する開発ポートフォリオの規模を検討する。一般的にムーデ
ィーズの分析では、開発/償却前総資産の比率が 10%程度の場合には、個々のプロジェクトのプロファ
イルに焦点を当てるが、ハイリスクのポートフォリオについては、その比率が小さくても、信用リスクが大
幅に高まり、実際の格付がスコアカードから推定される結果より低くなる可能性がある。リスクが中程度
のポートフォリオについては、開発/償却前総資産の比率が 10%超の場合に、格付が、スコアカードから
推定される結果より低くなる可能性がある。低リスクの開発ポートフォリオについては、開発/償却前総
資産の比率が 15%超の場合に、スコアカードから推定される結果より低くなる可能性がある。
また、商業用または住宅用不動産の開発・分譲により単独で利益を生み出す会社もある。こうした
利益は、通常の賃料収入モデルより本質的に変動性が高い。利益の規模に応じ、ムーディーズが用
いる信用指標は、伝統的な商業用不動産会社と比較すると、同一の格付水準に対してより保守的
なものとなる。
開発リスクは重要な考慮事項だが、一方がさほど大規模でない保守的な開発戦略をとっており、もう
一方が開発物件がポートフォリオ上にごく少数またはないという差のみである場合には、同一の格付
となることがある。多くの会社にとって、開発は一層の成長とキャッシュフローをもたらす競争力の源
泉であり、開発が格付全般に与える影響は、全体的な評価に基づく。
ジョイントベンチャーおよびファンド事業
ジョイントベンチャー（JV）およびファンド事業は、利益分散と、他の資金調達手段をもたらすという点
で、商業用不動産会社の信用力を支える要因となりうる。しかし、複雑な構造をもち、透明性の問題
やリスクもさまざまである。また、そうした構造により創出された利益が大きな割合を占める場合、商
業用不動産会社の利益が小さくなることがある。その結果、JV およびファンド事業は、案件の内容と、
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それらの案件の商業用不動産会社の収益への全般的な貢献度に応じて、信用力を支える要因と
圧迫する要因の両方をもたらす。
少数株主持分のある会社については、非全額出資ベンチャーおよびファンド事業の影響を定性的に
考慮する。ただし、一部のケースでは、連結ベースの持株比率に応じたキャッシュフロー分析などの
財務実績に関する追加的な見方が、連結財務諸表に基づく分析の補完に有益であると判断する場
合がある。非全額出資事業の株式希薄化または構造的劣後が大きく、ネガティブな要因である場
合には、それが信用力に与える影響を格付に織り込むが、スコアカードから推定される結果には完全
には反映されないことがある。
多額の少数株主持分を有する会社については通常、その有利子負債は連結しないが、運転資本控
除前営業キャッシュフロー (FFO)には通常、少数株主持分を有する子会社からの配当を含む。その
配当が会社のキャッシュフロー対比で大きい場合、少数株主持分を有する子会社の債務履行、設
備投資、その他の資金需要において必要となれば、キャッシュフローが途絶することもある。少数株
主持分の配当が大きい場合、持株比率に応じた、あるいは全面的な連結が、財務分析の強化に有
効と考えることもある。こうした場合、ムーディーズは一般的に構造的劣後を考慮する。こうした信用
上の考慮事項が大きい場合、その影響は格付には織り込まれるが、スコアカードから推定される結
果には完全には反映されないことがある。
ムーディーズは通常、商業用不動産ファンドを異なる事業ラインとみる。それらは少数持分を有する
投資ビークルであることが多く、商業用不動産会社が開発・宣伝・管理手数料等を得る。JV に対す
るムーディーズの見方は異なり、買収、資金調達、事業戦略の実行手段、大規模な資産への集中
低減のための手段であることが多い。
通常、商業用不動産会社は、比較的透明性が高く、持株比率に応じて連結財務諸表に反映される
共同出資 JV に参加する。こうした共同出資 JV は通常、多くは大企業であるパートナーと、出資比率
に応じてリスクを負担する契約を締結している。商業用不動産会社は、物件から発生する管理・賃
貸手数料を確保し、通常、ベンチャーからの出口戦略を設定している。
ムーディーズは通常、商業用不動産会社の、民間ディベロッパーとの JV 開発契約は透明性が相対
的に低いとみている。開発契約上、JV が物件開発を行い、物件が安定化した後、商業用不動産会
社に物件を売却する。こうした開発 JV は通常、短期の契約を締結しており、リスクは対等に分担され
ておらず、商業用不動産会社が物件を買い取ることをコミットしている。JV は基本的に資金調達ビーク
ルであるため、開発型 JV 契約に関与している商業用不動産会社は 100%連結ベースで検討される。
ムーディーズは、JV とファンド事業の収益を全体の収益比でモニターし、その将来の安定性を定性
的に検討する。ムーディーズは、パフォーマンスシナリオ分析の一環として、開発費用および商業建
設（第三者に代わっての建設等）の利益・手数料といった収益に大幅なヘアカット（JV の特性と会社
の実績に基づき 30%-100%）を適用する。この種の収益は、商業用不動産のコア資産保有事業か
ら創出されるキャッシュフローよりも変動性が高いためである。
米国で発行された投資適格等級の REIT 債券のコベナンツ
米ドル建ての投資適格等級 REIT 無担保債券には通常、標準的な財務コベナンツが付帯しており、
追加負担制限コベナンツ（incurrence covenant）や財務維持コベナンツ（maintenance covenant）が
含まれる。REIT のコベナンツは、会社のリスクテイキングを大幅に制約し、経営陣および債券保有者
に重要な指針を与えるが、これらはいずれも債権者を保護するものとなりうる。例えば、会社が物件
ポートフォリオにおいて相当の価値を維持していたとしても、コベナンツがテクニカル･デフォルトのトリ
ガーとなることがあり、債権者が経営陣の決定に影響を及ぼす手段となりうる。早期のデフォルトおよ
び期限の利益喪失も、債権者の回収価値の向上につながることがある。また、会社の合併や事業再
編といった重大な事象があった場合、影響を受ける債権者に対する返済がコベナンツにより義務付
けられることがある。米国 REIT 案件において標準的なコベナンツが欠如している場合、またはコベナ
ンツが標準より大幅に弱い場合は、実際の格付が、スコアカードから推定される結果より低くなる可
能性がある。
非継続事業の取り扱い
米国財務会計基準審議会（FASB）の財務会計基準書（SFAS）144 号は、売却目的で保有されてい
るまたは処分済みである企業の「構成単位」の、過去および現在の収益および費用を、非継続事業
に分類したうえで開示することを求める。これには、当該構成単位の売却損益も含まれる。当該構成
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単位は、継続事業とは事業上も財務上も明確に区分された事業およびキャッシュフローを有すると
みなされる。
商業用不動産会社については通常、販売・売却目的で保有する物件を非継続事業に分類して開
示することが求められる。販売用物件は多くの商業用不動産会社の事業の主要な構成要素である
ため、この義務により、各期間利益の相当部分が非継続事業に分類され、過年度の比較年次報告
の修正再表示が求められる可能性がある。そうした事業の「非継続事業」への分類は、商業用不動
産会社の不動産事業の実績評価を困難にするとムーディーズは考えており、そのため、ムーディー
ズは、こうしたコア事業に係る「非継続事業」の EBITDA を、継続保有され売却目的と分類されない
物件の EBITDA と合算する。ただし、非継続事業として分類された資産の売却に係る損益は、ムー
ディーズによる EBITDA の算定には含まれない。
会社実績
格付は将来を見通したものだが、商業用不動産会社としての実績および事業期間も、ムーディーズ
の分析で通常考慮される。事業期間は、とりわけ会社が複数のサイクルを経ている場合には、経営
陣が厳しい不動産および資本市場の状況を乗り越えてきた実績を示唆する。また、運営スタイルお
よびリスク許容度を示唆する可能性もある。商業用不動産会社が長期の事業実績をもたないが、経
営陣が他の不動産会社での運営実績を有する場合には、当該不動産会社の実績を考慮すること
がある。1 つの不動産サイクル全体を経ていない、事業実績を欠く、あるいは事業実績が短い会社
は、将来のキャッシュ創出能力に対するムーディーズの見方にネガティブな影響を与えることがある。
また一般に、特定の予想シナリオの信頼性が低下することがある。
所有、会社構造、およびガバナンス
コーポレートガバナンスの評価において、ムーディーズは、監査委員会の財務に関する専門性、エグ
ゼクティブに対する報酬によるインセンティブ、関連会社取引、外部監査人との関係を考慮すること
がある。ムーディーズは、シニアマネジメントが堅実な成長を目指し、長期的なビジョンをもつ場合に
は、持株比率の高い内部株主の存在を安定要因とみる。その他の重要な点としては、商業用不動
産会社の経営陣の構成や、内部経営陣のみで運営されているか社外取締役等が参画しているか、
完全に統合されているかなどが挙げられる。内部経営陣により運営され完全に統合された（開発、
買収、引受、資産管理、財務等の主要機能の大半を担う）商業用不動産会社は、最も事業上の柔
軟性が高く、利益相反の可能性が低い。例えば、独立第三者の条件による交渉がなされていない
運営契約に従って外部により運営されている場合、あるいは運営会社が第三者もしくは自社に代わ
って運営および物件賃貸を行っている場合には、利益相反が生じることがある。運営契約を検討す
る際、ムーディーズは、運営者のモチベーションと、運営者に対する報酬が資産規模と短期・長期の
パフォーマンスのいずれに基づいて決定されているかを考慮することがある。経営陣の利益が、長期
の安定した運営およびパフォーマンスと合致していない場合、発行体の実際の格付はスコアカードか
ら推定される結果より低くなることがある。
組織の厚み
商業用不動産会社の運営スキルおよび技術開発は長期的な成功において重要な要因となりうる。
ムーディーズは一般的に、運営者が、物件ポートフォリオの価値および事業基盤を最大化すべく、事
業上の課題（テナントの倒産や新規供給）や機会（テナントの交代、大規模な買収、戦略的合併）に
いかにうまく対処するかを考慮する。また、情報・技術インフラとその質、経営陣が入手できる情報の
深さと適切性などの観点で、市況や資源の変化に対応する能力も考慮する。
ムーディーズは、シニアマネジメントがどの程度長く共に運営に携わっているかと同時に、関与の深さ
や後継計画も検討することがある。これは、シニアマネジメントが退職年齢に近づいており、圧倒的に
大きな役割を担っている（会社設立、テナントとの主要な関係構築、資金調達等）ときに特に重要で
ある。商業用不動産会社の取締役会の構成、質、独立性、ならびに取締役間の関係も重要な考慮
事項である。
経営戦略とリスク選好
経営陣の長期戦略（成長戦略およびリスク管理を含む）の性質、現実性、成否は、会社のキャッシ
ュフローとパフォーマンスを左右する主要な要因である。内部収益成長を補う手段として、多くの会
社が積極的に買収や開発を行っており、それが業績に変動性をもたらす要因となることもある。ムー
ディーズは通常、商業用不動産会社の資源、資本構成、事業戦略に照らして、それに係るリスクを
検討し、市場・プロジェクトリスク、物件資産の価値創造・向上における経営陣の実績といった要因を
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考慮する。成長が過度に急速な会社は、内部統制の適切な強化を行っていなければ、誠実性の課
題に直面したり、引き受けが弱いなどの可能性がある。会社の戦略が意欲的である、変化している、
実行面での課題に直面しているなどの場合には、将来のパフォーマンスの信頼性にマイナスの影響
が生じ、実際の格付がスコアカードから推定される結果より低くなることがある。
母国市場以外での投資
事業で成功を収める商業用不動産会社は、事業を展開する市場および地場を深く理解している。
商業用不動産会社は、多くは JV やファンドを通じて、母国市場以外で事業を展開することもある。そ
うした取引では、政治、ガバナンス、運営、税制、法律等の面での課題が生じる可能性があり、通貨、
流動性、キャッシュフローの影響も考えられる。海外業務に関するリスクは、分散、大きな利益、新た
な成長戦略によって、全面的あるいは部分的に相殺されることがある。
ムーディーズは通常、そうした投資を、想定される利益およびリスク･リターンのバランスに基づいて分
析する。また、取引およびコントロールの透明性や外部の事業リスクも考慮する。それには、商業用
不動産の信用力、開発、税制、規制、外貨、政治の面でのリスクが含まれる。他の主要な考慮事項
としては、経済環境、物件市場のファンダメンタルズ、市場地位などがある。
海外展開に伴うリスクと利点は、市場地位、資産の質、事業環境のサブ要因のスコアに織り込まれ
るが、これらのリスクが非常に明白な場合には、会社の格付はスコアカードから推定される結果より低
くなる。
不動産サイクル
不動産は循環性のあるセクターで、そのサイクルは一般的に国または地域の景気サイクルに遅行す
る。循環性のあるセクターでは、スコアカードから推定される結果は、サイクルのピーク時の格付を上
回ることも、サイクルの底の格付を下回ることもある。スコアカードにおける年次財務指標の使用は短
期的な実績の把握に非常に有益だが、格付には、景気サイクル全体を通じた長期的な年次実績の
推移の予想も反映することがある。しかし、循環性自体は会社にさまざまなリスクをもたらし、サイクル
が予見可能な規則性をもって転換することもない。また、循環性のあるセクターは根拠のない下落や
上昇の影響を受けることがある。こうした考慮事項は格付に定性的に織り込まれることがある。
不動産サイクルを左右する主な要因には、地域における比較対象物件の需給、金利、資金状況が
含まれる。地域の需要は、所得水準、雇用の増加、人口動態トレンド、規制・税制を含む多くの要因
の影響を受ける。金利動向も、不動産会社の買収の成否や成長率等に影響を及ぼす。
信用市場および資本市場は、資本の外部調達の必要性から、商業用不動産の投資、および個々
の企業の健全性に影響を与える。キャップレートおよび市場金利は、商業用不動産会社の事業に影
響を及ぼす。市場金利および資金調達金利が低い環境下では、商業用不動産会社は売却超過と
なる傾向がある。そうした環境では、商業用不動産会社の従来の資本リサイクリングモデル（古い物
件または非戦略的物件を売却し、売却代金で新しい物件または戦略に合致する立地の物件を購入
し、それに伴って債券および株式を発行する）は、成長を伴う取得戦略がなければ機能しない場合
がある。キャップレートが高い場合には、流動性および資金調達の強固な会社は取得超過となる傾
向がある。
追加的な指標
スコアカードに含まれる指標は、この業種の会社に格付を付与する際、通常最も重要なものだが、特
定の会社の分析のために、追加的な指標を用いることがある。そうした追加的な指標は、スコアカー
ドまたは他の要因における指標の、将来の見通しにおいて重要なことがある。そうした指標のひとつと
して、次に説明する市場価値レバレッジがある。
市場価値レバレッジ分析 (MVLA)
IFRS を適用している国・地域の発行体については、財務指標およびムーディーズのスコアカード指標
は、会社の商業用不動産の公正価値を反映している。米国会計基準を適用している国・地域の発
行体については、通常、物件の公正価値を反映しないため、比較可能な整合性のある見方を得る
べく、レバレッジに関して追加的な見方をとることが多い。米国会計基準に基づく簿価では、物件評
価額が低下している時期にはレバレッジを過小評価し、物件評価額が上昇している時期には過大評
価している可能性がある。資産は簿価で計上されるため、この過小評価または過大評価の度合いは、
物件がいつ（不動産サイクルにおけるタイミング）バランスシートに計上されたかによる。
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この理由から、ムーディーズは、キャップレートとストレスをかけたネット・オペレーティング・インカム
(NOI)を用い、推定物件評価額に基づくレバレッジ比率を考慮することがある。この分析により、発行
体固有のバランスシートの強みに関する重要な追加的見方が得られる。
米国 REIT および商業用不動産会社の市場価値を推定する際、ムーディーズは通常、直近四半期
の NOI を用い、それを、最近の取引案件で観察され、見られたトレンドを反映した一定幅のキャップ
レートで除す。これにより、それぞれの値に応じた資産価値が算定され、キャップレートが高まるほど
市場価値が低下する。
異なるキャップレートの影響の検討に加え、ムーディーズは通常、商業用不動産のファンダメンタル
ズに基づき、キャッシュフローのさまざまな低下シナリオに対する感応度を検討するため、現在の
NOI を削減する（例えば、NOI を 2.5%、5.0%、7.5%削減するなど）。ムーディーズによる感応度分
析は通常、同一セクターの同一アセットタイプについては同様となる。
その後、ポートフォリオの市場価値を、バランスシートの他の項目と組み合わせて検討する。ムーディ
ーズは通常、想定される取引コスト、流動性の欠如、その他の要因を考慮し、不動産以外の資産を
25%ディスカウントする。次に、その算定額を総有利子負債、優先株、および担保付債務と比較する。
MVLA の算定結果は、想定されるキャップレート、NOI のマトリックスとなり、セクター内での発行体同
士の比較に基づくレバレッジ評価に照らされる。
担保に供されていない資産プールの質と財務の柔軟性
ムーディーズは通常、担保に供されていない資産プールの質と、担保に供されている資産プールの
質を比較して検討する。質の高い資産を恒常的に担保に供している会社は財務の柔軟性が低く、そ
の度合いによっては、実際の格付がスコアカードから推定される結果より低くなることがある。ムーディ
ーズは、財務の柔軟性の将来の見通しを検討するため、商業用不動産会社のモーゲージ債務の償
還構成および担保解除能力も考慮することがある。
バランスシート構造
担保付債務が商業用不動産会社の財務の柔軟性に与える影響を検討する際、ムーディーズは通
常、リコース債務とノンリコース債務を区分する。ノンリコース担保付債務は、ストレスシナリオにおいて
経営陣が物件を引き続き支えるコストと利点を評価できるため、会社に柔軟性をもたらす。このシナリ
オで、経営陣には、継続的なサポートが事業全体にマイナスの影響を与える場合には手を引くという
選択肢があるため、担保に供されていない資産を含む、残りのポートフォリオが保護される。
規制上の考慮事項
商業用不動産会社は、さまざまな度合いの規制上の監督を受ける。それには、環境基準、安全性
およびアクセス基準、区域分類、また一部の国・地域では賃料の統制が含まれる。規制、施行、発
効がプラスとなるかマイナスとなるかは地域によって差がある。
将来の規制に関するムーディーズの見方は、将来の財務実績、および発行体が中長期的に債務負
担に対して十分なキャッシュフローを創出する能力の信頼度に対する見方に大きな影響を与える。
規制上の考慮事項により、格付はスコアカードから推定される結果とは異なるものになることがある。
例えば、規制変更により、発行体が所有する物件の高い割合について広範な改装実施を求められ
る可能性がある場合などである。
環境・社会・ガバナンスに関する考慮事項
環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する考慮事項は REIT およびその他の商業用不動産会社の格付
に影響する可能性がある。ESG の評価方法については、これらのリスクの評価における一般原則を
説明したムーディーズの格付手法を参照されたい 10。
環境規制の効果は通常、商業用不動産会社にとって新規開発の制約、運営費用の上昇、建物の
改築義務（型、アスベスト、鉛含有塗料などの除去）等を伴うことがある。一般的に規制は新規開発
のコスト増につながるが、一方で供給の制約にもつながるため、既存の物件の価値が高まる。コスト
効率の高い方法で規制要件を満たせるような経営陣の能力が、影響を軽減する上で重要となろう。
10

16

AUGUST 4, 2021

セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照された
い。

格付手法：REIT およびその他の不動産会社の格付手法

CORPORATES

不動産が直面する物理的気候リスクについては、利用可能な場合は保険が通常は最も重要かつ直
接的な対策となる。また、不動産ポートフォリオを地域や法域の面で分散することでも、環境リスクへ
のエクスポージャーを緩和することができるだろう。
本セクターの発行体については、事業の風評、ブランド力、従業員との関係等へのマイナスの影響を
通じて、デフォルトの可能性や損失規模に重大な影響を及ぼしうる社会的問題についても考慮する。
ハイブリッド･エクイティ･クレジット
商業用不動産会社は、優先株、永久劣後債、その他の種類のハイブリッド･エクイティ証券を発行す
ることがある。ハイブリッド･エクイティクレジットは、ハイブリッド･エクイティに関するムーディーズのクロ
ス･セクター格付手法 11に基づいて付与されるが、REIT については、以下のセクター固有の考慮事項
も織り込む。
REIT が発行したハイブリッド･エクイティ証券（優先株、劣後債を含む）が、ムーディーズのクロス･セクタ
ー格付手法のエクイティクレジットの分類上、バスケット C（50%）に該当する場合、当該証券のエクイ
ティクレジットは通常、バスケット B（25%）となる。この取り扱いは、REIT の法的構造、具体的には税制
上の位置付けを維持するための配当義務に対する見方（すなわち、REIT が財務の柔軟性を維持す
るために優先配当を削減する可能性は相対的に低いとの見方）に沿ったものである。従って、投資適
格等級の REIT の優先株に、事業会社の優先株と同水準のハイブリッド･エクイティクレジットを付与す
るのは適切ではないとムーディーズは考えている。ただし、ハイブリッド証券の発行条件において、普通
配当を継続しているにも関わらず REIT のハイブリッド証券の利払い停止が認められる場合には、クロ
ス･セクター格付手法に基づいて、100%のハイブリッド・エクイティクレジットが適用される可能性がある。
ここで事例としてバスケット C に言及したのは、優先配当を継続する傾向を有する REIT の特性が、
一部の地域においてこのバスケットに分類される REIT 以外のセクターの発行体の特性と同様だから
である。ハイブリッド証券のクロス･セクター格付手法に従い、他のハイブリッド証券のバスケット分類に
おいて、利払い繰り延べの選択肢の制約も考慮する。
親会社のサポート
商業用不動産会社が、高格付を付与されている親会社によって所有されており、当該親会社にとっ
て戦略上重要であるとみられる場合には、所有構造による格付のアップリフトが生じうる。親会社から
のサポートについてのムーディーズの分析では、発行体がストレスにさらされた場合、あるいは財務上
の必要性に迫られたときに、親会社がサポートを提供する能力と戦略上のインセンティブを有するか
否か（多額の出資を行っている、優先業務契約を締結している等）、あるいは過去にそうした実績が
あるかを検討する。一方、親会社が発行体に高水準の配当負担を要求し、それによって柔軟性が
低下する場合には、格付にそのリスクを反映する。
政府系発行体については、想定される政府からのサポートに基づいて格付にアップリフトが加えられ
る場合もある。一方で、一部の発行体については、政府保有が単独のベースライン信用リスク評価
（BCA） 12にマイナスの影響を与えることもある。例えば、価格統制、重い税負担、高水準の利益分配
は、発行体の単独の信用プロファイルにマイナスの影響を及ぼすこともある。
他の制度上のサポート
一部の国では、大規模な発行体企業が財務上の困難に直面した場合に、政策上の優先順位また
は経済運営における全般的な重要性を理由に、政府または銀行からのサポートが提供されてきた。
日本企業の格付には、大規模でシステム上重要な企業へのサポートが考慮されている。それにより、
そうしたシステムが存在しなかった場合に比べ、日本では長期にわたってデフォルトが低水準にとど
まっている。ムーディーズのアプローチでは、システム上重要な企業が深刻な財務上の困難に直面
した場合に、グループおよび銀行との関係に基づいてサポートが提供される可能性があるかどうかを
考慮する。ムーディーズは、商業用不動産会社の証券の一部にもサポートが提供される可能性はあ
るが、全てが対象となる訳ではないと考えている。例えば、サポートによって債務格付がアップリフトさ
れることがあるが、優先証券格付はアップリフトされないといった可能性がある。
11

セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法については、「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照された
い。

12

ベースライン信用リスク評価の説明については、ムーディーズの「格付記号と定義」および政府系発行体のクロス・セ
クター格付手法を参照されたい。セクター別格付手法、クロス・セクター格付手法および「格付記号と定義」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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発行体レベルおよび証券レベルの格付付与
本セクションでは、商業用不動産会社の個々の債務格付に対して参照格付に基づいて行うノッチン
グについて説明する。
ムーディーズは通常、スコアカードの結果、その他の考慮事項、関連するクロス･セクター格付手法を
考慮し、参照となる格付を導出する。個々の債務証券に対する格付は、当該証券の支払い優先順
位および担保による予想損失の差についての、ムーディーズの評価に基づき、参照格付からノッチア
ップまたはノッチダウンされる。
商業用不動産会社は、長期にわたるシステミックな危機が生じなければ、破綻時の予想回収額が
大きい資産を保有している。過去におけるシステミックなストレスがかかった環境下でも、質の高い商
業用不動産の市場性が確認され、市場における流動性は比較的迅速に回復した。こうした特徴と、
債券コベナンツ（その抵触により、高い資産価値を維持している状態でデフォルト事由となるもの）が、
他の多くのセクターに比べて高い回収額をもたらす。
商業用不動産会社のノッチングについては後述する。本セクターについては、事業会社のノッチング
に関するクロス・セクター格付手法やデフォルト時損失は用いない。短期格付の付与に関する格付
手法も参照されたい 13。
政府保有によりアップリフトが加えられる発行体については、ベースライン信用リスク評価（BCA）を付
与することもある 14。

参照格付
投資適格等級の企業については、ムーディーズが用いる参照格付けは通常、シニア無担保債務格付
または発行体格付となる。
投機的等級の企業については、参照格付は通常、コーポレート･ファミリー･レーティング（CFR） 15であ
る。主に無担保債務に依拠する投機的等級の商業用不動産会社のシニア無担保債務格付は通常、
CFR と同水準となる。主に有担保債務に依拠する投機的等級の発行体のシニア有担保債務格付
は通常、CFR と同水準となる。
発行体がどの債務クラスに主に依拠するのかを判断するにあたっては、発行体の現行の有担保・無
担保債務の構成比率を考慮するほか、ムーディーズが予想する今後の資本構造や、負債調達にお
けるシニア有担保・シニア無担保の構成比に関する経営陣の長期的なコミットメントないしは意向を
反映する。

支払順位に基づくノッチング－シニア有担保債務およびシニア無担保債務
本セクションでは、参照格付をベースに行うシニア有担保債務およびシニア無担保債務へのノッチン
グについて説明する。
シニア有担保債務
投資適格等級の商業用不動産会社については、シニア有担保債務格付は通常、シニア無担保債
務格付または発行体格付よりも 1 ノッチ高くなる（参照格付よりも 1 ノッチ高くなる）。
13

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「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照
されたい。

14

BCA が付される発行体については、BCA にアップリフトを加えた後の格付が参照格付となり、ほとんどの場合、個々の
債務証券は参照格付からノッチアップまたはノッチダウンされる。ハイブリッド証券やジュニアトランシェなどの特定のケ
ースでは、BCA からノッチアップまたはノッチダウンされる場合がある。

15

コーポレート・ファミリー・レーティング（CFR）は、あるコーポレート・ファミリーが約定通りに支払いを履行しない可能性、
および、デフォルト時に被ると予想される金銭損失を反映する長期格付である。CFR は、コーポレート・ファミリーが単
一クラスの債務を持ち、かつ連結された単体の法的組織であると仮定して付与される。CFR は、特定の債務または債
務クラスに対するものではない。従って債務の支払順位を反映するものでもない。詳細については、ムーディーズの
「格付記号と定義」を参照されたい。
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主にシニア無担保債務に依拠する投機的等級の発行体については、シニア有担保債務格付は通
常は CFR より 1 ノッチ高くなる（参照格付よりも 1 ノッチ高い水準となる）。ごくまれに CFR より 2 ノッチ
高い水準となる場合もある 16。アップリフトのノッチ数の決定においては、劣後するトランシェによって
形成されるよりシニアのトランシェへのクッションを考慮する。シニア有担保債務格付が CFR を 2 ノッ
チ上回ることはまれで、ジュニアトランシェによる十分なクッションがあり、なおかつ極めて質の高い担
保資産による非常に強固なカバレッジがあることが求められる。
複数トランシェのシニア有担保債務
商業用不動産会社が複数トランシェのシニア有担保債務（第一順位抵当権付シニア担保付債務、
第二順位抵当権付シニア担保付債務等）を発行していることがある。シニア有担保債務のトランシェ
へのノッチング決定に際しては、ムーディーズは通常、抵当権の効力および順位、個々の債務クラス
の担保のカバレッジ（ローン・トゥー・バリュー、LTV）、ジュニアトランシェによる損失吸収の可能性、各
トランシェの債務を増やす能力を考慮する。担保によるカバレッジおよび第一順位抵当権付シニア
担保付債務トランシェの条件に伴って第二順位抵当権付シニア担保付債務の担保価値が制約され
る場合、第二順位抵当権付シニア担保付債務をシニア無担保債務と同水準の格付とする。
シニア無担保債務
投資適格等級の発行体については、上述の通り、シニア無担保債務格付または発行体格付が通常
は参照格付となる。
投機的等級の発行体については、シニア無担保債務格付はシニア有担保債務格付（または、シニ
ア有担保債務格付が付与されると仮定した場合の格付水準） 17を下回るまたは同じ水準となるだろう。
シニア無担保債務格付をシニア有担保債務格付からノッチダウンするかあるいは同水準とするかの
決定は主に、（i）担保に供されていない資産プールの質に関するムーディーズの評価、（ii）担保に供
されていない資産による無担保債権者に対するカバレッジの程度に基づく。
（i） 担保に供されていない資産プールの質に関するムーディーズの評価においては下記を含む事
項を検討する。
»

資産プールにおける、収益性のある投資物件の割合とその他の現金以外の担保に供
されていない資産の割合の比較。収益を生む投資物件の比率が大きければ、担保に
供されていない資産プールの質は高くなる。そうした投資物件は、収益性の低い物件
に比べると概して売却しやすく、また、必要に応じて抵当に入れやすい。その他の担保
に供されていない資産には、債権、開発物件、ランドバンク、上場有価証券、繰延税金
資産などが含まれるだろう。

»

資産プールに含まれる担保に供されていない収益性のある物件のタイプと質およびそ
れらが所在する不動産市場の流動性と価格の安定性。投機的等級の商業用不動産
会社のシニア有担保およびシニア無担保の債権者が直面する信用リスク考える上で、
ムーディーズでは、担保に供されていない資産プールにおける収益性物件の質を評価
する 18。資産の質が高く、運用における特殊性が低いほど、必要に応じた売却や再利
用がしやすい。例えば、ホテルや刑務所など、運用の業務が多大な不動産は一般的
に、集合住宅のような幅広く確立した需要のある不動産に比べて売却しにくい。同様に、
流動性が高く価格が安定してきた実績がある市場に物件が所在する場合は、担保に
供されていない資産プールが相対的に強固だと考えられる。

»

その他の不動産以外の担保に供されていない資産のタイプと質。ランドバンク、開発物
件、繰延税金資産などの資産は、収益性のある担保に供されていない資産に対して
大幅に劣るものと考えられる。無担保債権者の回収は限定的となる可能性が高く、価
値も変動しやすいためである。また、キャッシュフローが赤字の場合もあるだろう。対照

16

まれに、担保の価値がデフォルトの際の債権者の損失を十分に緩和できる水準でないとムーディーズが評価する場
合がある。こうした場合、シニア有担保債務に対して CFR からのノッチアップを行わないことがある。
17 CFR がシニア有担保債務格付と同水準の場合、シニア無担保債務格付は CFR と同等（ノッチダウンされていない場
合）、もしくは CFR を下回る水準になることがある。
18
「その他の考慮事項」で既述の通り、不動産会社の財務の柔軟性を評価するにあたっては、ムーディーズは通常、担保
に供されていない資産プールの質の担保資産プールとの比較も検討する。
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的に、現金、上場有価証券、（信用力の質によるが）短期債権は、一般的に流動性が
高いと考えられる。
（ｉｉ） 担保に供されていない資産プールの質が高いと考えられる場合、そうした担保に供されていない
資産の無担保債務に対する比率は、シニア有担保およびシニア無担保の債権者へのリスクを考え
る上で重要となる。
通常は、担保に供されていない資産プールの質が高い場合、1.5 倍以上のカバレッジであればシニ
ア無担保債務格付がシニア有担保債務格付（この場合、CFR と同水準）と同水準となるのに十分と
考えられる。将来予測ベースでカバレッジを評価するにあたっては、担保に供されていない資産が創
出するキャッシュフローの強さと成長余地を考慮する。優良物件は一般的にキャッシュフローの安定
性が相対的に高く、時を経て収益が増加する。また、景気サイクルを通じて相対的に資産価値が安
定しているまたは回復力があると考えられる。担保に供されていない資産プールの質が比較的低い
と評価される場合、カバレッジはあまり意味をなさず、通常はシニア無担保債務に対してシニア有担
保債務格付（この場合、CFR と同水準）より 1 ノッチ低い格付が付与される。
図表 2

支払順位に基づくノッチング－シニア有担保債務およびシニア無担保債務

出所：Moody’s Investors Service

有担保債権者に対して親会社の保証が提供されている場合、担保に供されていない資産のシニア
無担保債務に対する比率が良好だとしても、シニア無担保債務格付はシニア有担保債務格付（この
場合、CFR と同水準）より 1 ノッチ低くなる。これは、こうした保証の存在により、無担保債権者が得ら
れる信用状態が一般的に低下するためである。有担保債務に対するショートフォールは無担保債権
者の担保に供されていない資産プールに対する請求権と同順位となり、実質的なカバレッジが大幅
に希薄化する。

支払順位に基づくノッチング－劣後債およびハイブリッド証券
本セクションでは、劣後債務、優先株式およびその他のハイブリッド証券に対するノッチングについて
説明する。また、財務危機のシナリオのノッチングについても説明する。
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劣後債務および優先株以外のハイブリッド証券
全ての商業用不動産会社では一般的に、劣後債務の格付はシニア無担保債務格付より 1 ノッチ低
い水準となる。
優先株以外のハイブリッド証券については、当該証券が劣後債務に近いか、優先証券に近いかを検
討するため、具体的な条件を考慮する。さまざまな条件のなかでも、利払い停止条項によって、発
行体のシニア無担保債務のデフォルトに先立ってハイブリッド証券の利払い遅延が発生しうるか否か
を検討する。また、転換の条件を考慮することもある。ハイブリッド証券が通常の劣後債務に近い場
合、通常は劣後債務のノッチングの決定方法を用いる。ハイブリッド証券が優先証券に近い条件の
場合、通常は優先証券と同水準の格付を付与することとなり、以下に説明する通り、シニア無担保
債務格付を 1～2 ノッチ下回る。
REIT の優先株
債券に強力なコベナンツがあり、資本構成に劣後債務がない場合、シニア無担保債務格付が Baa3
以上の REIT の優先株は通常、シニア無担保債務格付より 1 ノッチ低い水準に格付され、シニア無
担保債務格付が Ba1 以下の REIT の優先株は、シニア無担保債務より 2 ノッチ低い水準に格付され
る。この取り扱いは、REIT の法的構造についてのムーディーズの見方に沿ったものである。具体的に
は、税制上の優遇措置を受けるために課税所得の大部分を分配する必要があることから、REIT では
財務の柔軟性を維持する目的で優先配当を削減することが考えにくいという点である。換言すると、
こうした REIT の優先株はより負債に類似した特徴を持つということである。また、債券の強力なコベナ
ンツにより、デフォルトに際しても資産価値が保たれる。
コベナンツが弱い場合、構成上に著しく劣後する債務がある場合、あるいは優先株に関する条項に
おいて REIT が普通配当を継続している状況下でも優先配当の停止を認めている場合、シニア無担
保格付が Baa3 以上の REIT の優先株は一般的にシニア無担保債務より 2 ノッチ低い水準に格付さ
れ、シニア無担保格付が Ba1 より低い REIT の優先株は一般的にシニア無担保格付より 3 ノッチ低
い水準に格付される。
REIT 以外の優先株
REIT 以外の商業用不動産会社については、優先株は一般的に、シニア無担保債務格付より 2 ノッ
チ低い水準に格付される。これは、そうした商業用不動産会社は、財務が圧迫されてくると利払いを
停止する可能性が REIT より高いためである。負債性・資本性の両方の性質を持つ最もジュニアの順
位のハイブリッド証券も通常、シニア無担保債務格付よりも 2 ノッチ低い水準の格付となる。ただし、
最もジュニアのハイブリッド証券に強力な非累積型の強制利払い停止のトリガーが付されている場合
には、その格付は通常、シニア無担保債務格付よりも 3 ノッチ低い水準となる。
財務が圧迫されたシナリオにおけるノッチング
格付が低位で、発行体がデフォルトの危機に直面している場合、法的な劣後性に対するノッチング
は通常、資本構造や担保に供されていない資産の評価よりも、主に信用損失と回収に関する分析
に基づくこととなる。財務が圧迫されたシナリオにおいては、個々の債務クラスの回収について詳細
な情報を入手し、それをノッチングに反映させる。

構造的劣後に基づくノッチング
構造的劣後は、法的劣後と同様、資本構成にわたって回収率に差を生じさせ、ノッチングにも同様
の影響を及ぼす。商業用不動産会社においては、一般的に多数の子会社を持ちキャッシュフローが
うまく多様化されているため、構造的劣後は通常は重要な信用上の考慮事項ではない。ただし、そ
の構造劣後が重要な考慮事項となる場合、持株会社の債務格付が事業会社よりも低くなり、また、
スコアカードの結果よりも低い格付となることがある。これは、全ての資産およびキャッシュフローが単
一の事業会社に集約されており、持株会社の役割は事業会社の株式を保有することに限られてい
るといった、単純な企業構造を用いて説明できる。多くの国･地域で、こうした単純な企業構造では、
持株会社の請求権は、事業会社の資産およびキャッシュフローに対する残余財産分配請求権に限
られるため、破綻時の請求権は、事業会社の債務およびその他全ての負債に劣後する。従って、そ
うした資本構造を有する企業については、下方へのノッチングは、主要な事業会社の債務よりも、親
会社の債務の予想デフォルト時損失率が高くなることを反映したものとなる。
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企業の構造はこれよりもしばしば複雑で、複数の事業会社や持株会社が存在し、主要事業会社の
持分を上回る多額の投資が行われている場合もある。こうした、より複雑な構造の下では、多くの事
業子会社からのキャッシュフローの分散効果により、特定の事業会社が発行する債務と比較して親
会社が発行する債務の予想信用損失が小さくなると考えられる場合（キャッシュフローの分散効果
によって構造的劣後が緩和ないし相殺される等）は、構造的劣後に関して下方へのノッチングを行
わないことがある。また、持株会社の債務に対する子会社の保証が 19全面的かつ無条件、同順位
（担保付債務に対する担保付保証等）であれば、支払義務が持株会社にある際に、そのような保証
がない場合に生じるであろう構造的劣後が低減される可能性がある。
また、持株会社自身が、より支配力の強い事業主体に所有または支配され、財務が圧迫された状
況下で当該事業主体からのサポートの恩恵を期待出来る場合も、構造的劣後に対する下方へのノ
ッチングを行わないことがある。
構造的劣後によるノッチングへの影響のほかに重要な考慮事項としては、財務の柔軟性が挙げられ
る。企業が、従来は債務のなかった事業会社で多額の債務を発行したり、これまで無担保債務のみ
だったのが有担保債務を発行したりした場合、結果として財務の柔軟性が低下し、コーポレート・ファ
ミリー全体の信用力評価の引き下げにつながる可能性がある。

主な格付上の想定
格付手法全般に適用される主要な格付上の想定については、「格付記号と定義」を参照されたい

20

。

限界
ここまでのセクションでは、スコアカード要因、格付付与に際して重要となり得る多数の他の考慮事項
を説明してきた。このセクションでは、スコアカードおよび格付手法全体に関連する限界について説明
する。

スコアカードの限界
スコアカードのアウトプットは、様々な理由により実際の格付と乖離することがある。
本格付手法のスコアカードは、相対的な信用力の指標に重点を置く比較的単純なツールである。信
用損失と回収率は、発行体がデフォルトに近づくにつれて、より重要な考慮事項となるが、スコアカー
ドでは十分に捕捉されない可能性がある。また、スコアカードには上限と下限があるため、格付スケー
ル上の上限または下限に位置する発行体の場合、スコアカードのアウトプットと格付が一致する可能
性が低くなる。
スコアカードの要因およびサブ要因のウェイトは、本セクターの格付の決定における重要性の推定を示
しているが、各社の状況によって特定の要因の重要性が実際の重要性とは大きく異なることがある。
「その他の考慮事項」のセクションで述べたようなスコアカードに含まれない要因が、格付において重
要となる可能性があり、その相対的な重要性も会社によって異なり得る。また、1 つ以上のクロス･セ
クター格付手法で述べられているいくつかの格付手法上の幅広い考慮事項が本セクターの格付にと
って重要となることがある 21。そのような考慮事項の例として、ソブリンの信用力がソブリン以外の発
行体にどのように影響するか、他の事業体からの信用サポートの評価、短期格付の付与等が挙げら
れる。
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19

一部の法域では、一定のシナリオ下では、破綻時にはアップストリーム保証が無効となる場合がある。例えば、裁判所
が、保証する子会社が支払い不能であると判断した場合や、子会社が保証提供に対する妥当な価値提供を受けてい
ないと判断した場合である。

20

「格付記号と定義」については「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照されたい。

21

ムーディーズのセクターおよびクロスセクター格付手法のリストについては「ムーディーズの関連出版物」のセクションを
参照されたい。
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ムーディーズは、過去および将来の異なる期間を対象としてスコアカードを用いる場合がある。また、
リスクとその緩和要因の方向性に関する見解を定性的に織り込むことが多い。

格付手法の一般的な限界
本格付手法は本セクターの格付に際して考慮する可能性のある全ての要因を余すところなく説明し
たものではない。本セクターは新たなリスクや新たなリスクの結合に直面する可能性があり、リスク緩
和のために新たな戦略を策定する可能性がある。ムーディーズは信用力に関する全ての重要な考
慮事項を格付に織り込み、そうしたリスクとその緩和要因を予測できる範囲内で、可能な限り遠い将
来を見通した見解を織り込むよう努めている。
格付は発行体の将来のパフォーマンスの予想を織り込んでいる。しかし、予想の対象期間が長くなる
ほど、スコアカードへの投入値や他の考慮事項を精緻に推定する有用性が低下することが多い。将
来の見通しを織り込んだムーディーズの意見は想定に基づくものだが、ムーディーズによる想定は、
マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、業界の競争状況、ディスラプティブテクノロジー、行政措
置や法的措置における想定外の変化によって、結果として不正確なものになり得る。いずれにせよ、
将来の予測は相当に不正確なものとなるリスクがある。
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付録 A：スコアカードによるアウトプットの推定
1. スコアカードにおける要因の測定または推定
「スコアカード要因の検討」のセクションでは、各スコアカード要因及びサブ要因 22のスコアリングに関
するムーディーズの分析アプローチを説明し、それが信用指標として重要な理由を説明している。
スコアカードのサブ要因の評価で用いる情報は通常、各社の財務諸表または規制当局への届け出
に記載のものを用いるか、それらに基づいて算定する。またその他の情報やムーディーズのアナリスト
の推定、非公開情報に基づく場合がある。
ムーディーズの格付は将来を見通したものであり、将来の財務・事業実績についてのムーディーズの
予想を織り込むものである。一方、過去の財務実績は、企業のパフォーマンスやトレンドの理解、競
合他社との比較に有用である。財務指標 23は特段の記載がなければ、年間あるいは過去 12 ヵ月間
の実績に基づいて算定する。しかし、スコアカードの要因は様々な期間を用いて検討することがある。
例えば、格付委員会が過去数年間の実績に加え、向こう数年間の業績予想を用いることが分析上
有用と考えることがある。
定量的信用指標はいずれも、損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表の金額に対し、年
金積立不足、オペレーティング･リースなどに関わるムーディーズの標準的調整 24を加える。また、ム
ーディーズは特定の企業に特別な分析上の調整を行うことがある。

2. スコアカード要因の数値スコアへの変換
各サブ要因のスコアを推定または算出した後、各サブ要因のスコアをムーディーズの格付カテゴリー
（Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca、C）および数値スコアにマッピングする。
定性的要因のスコアはスコアカードの格付カテゴリーの基準に従い決定され、各格付カテゴリーの数
値スコアは次のスケールに従い適用される。
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

1

3

6

9

12

15

18

20

出所：Moody’s Investors Service

定量的要因のスコアは線形連続体に基づき決定される。スコアカードには格付カテゴリーに対応する
それぞれの指標のレンジが示されている。次のスケールと線形補間法を用いて、スコアカードのレン
ジ内の位置付けに基づき、指標を数値スコアに変換する（端数の場合もある）。純粋な理論上の例と
して、Baa 格の発行体の売上高/支払利息倍率の基準が 50 倍から 100 倍であった場合、99 倍の
発行体（相対的に良好な場合）は 7.5 に近い数値スコア、51 倍の発行体（相対的に劣る場合）は
10.5 に近い数値スコアが付与される。本文あるいは脚注で、エンドポイント（すなわち、最低または最
高の数値スコアに相当する指標の値）を定義する。
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

0.5-1.5

1.5-4.5

4.5-7.5

7.5-10.5

10.5-13.5

13.5-16.5

16.5-19.5

19.5-20.5

出所：Moody’s Investors Service
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22

要因がサブ要因から構成される場合には、サブ要因レベルでスコア を付与する。サブ要因のない要因については、主
要要因レベルでスコアを付与する。

23

ムーディーズが共通して用いる用語の定義については、”Moody’s Basis Definitions for Credit Statistics (User’s Guide)”を
参照されたい。これについては「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照されたい。

24

ムーディーズの標準的調整についての説明は、事業会社の分析における財務諸表の調整について説明したクロス･セ
クター格付手法を参照されたい。これについては「ムーディーズの関連出版物」のセクションを参照されたい。
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3. スコアカードから推定したアウトプットの決定
各サブ要因（サブ要因が無い場合は各要因）の数値スコアには、当該サブ要因（あるいは要因）のウ
エイトが乗じられ、それらが合計されて合計数値スコアが決定される。次に、合計数値スコアが、次
の表に基づいてスコアカードが示唆する格付にマッピングされる。
図表 3

スコアカードが示唆する格付
スコアカードが示唆する格付

合計数値スコア

Aaa

x ≤ 1.5

Aa1

1.5 < x ≤ 2.5

Aa2

2.5 < x ≤ 3.5

Aa3

3.5 < x ≤ 4.5

A1

4.5 < x ≤ 5.5

A2

5.5 < x ≤ 6.5

A3

6.5 < x ≤ 7.5

Baa1

7.5 < x ≤ 8.5

Baa2

8.5 < x ≤ 9.5

Baa3

9.5 < x ≤ 10.5

Ba1

10.5 < x ≤ 11.5

Ba2

11.5 < x ≤ 12.5

Ba3

12.5 < x ≤ 13.5

B1

13.5 < x ≤ 14.5

B2

14.5 < x ≤ 15.5

B3

15.5 < x ≤ 16.5

Caa1

16.5 < x ≤ 17.5

Caa2

17.5 < x ≤ 18.5

Caa3

18.5 < x ≤ 19.5

Ca

19.5 < x ≤ 20.5

C
出所：Moody’s Investors Service

x > 20.5

例えば、合計数値スコアが 11.7 の発行体の場合、スコアカードは Ba2 となる。
一般的に、スコアカードが示唆する格付は、参照格付となる（「発行体レベルおよび証券レベルの格
付付与」のセクション参照）。親会社、政府所有、その他の制度上のサポートにより格付にアップリフト
が加わる発行体については、固有の信用力またはベースライン信用リスク評価と、スコアカードが示
唆する格付を比較する。ベースライン信用リスク評価の説明については、格付記号と定義および政
府系発行体についてのクロス･セクター格付手法を参照されたい 25。

25
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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、および「格付記号と定義」については「ムーディーズの関連
出版物」のセクションを参照されたい。
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付録 B: REIT とその他の商業用不動産会社のスコアカード

サブ要因

サブ要因の
ウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

≥ $60

$20 - $60

$10- $20

$2 - $10

$1 - $2

$0.25 - $1

$0.10 - $0.25

< $0.10

全てのアセットがグロー
バルなゲートウェイ都市
に所在し、ほとんどがト
ロフィー物件である。ア
セットクラスが極めて大
規模で、会社は市場で
上位 3 位に入る。極め
て質の高いテナントを市
場でも最高の賃料で獲
得しうる、クラスで圧倒
的に優良なクラス A の
スペース。不動産サイク
ルを通じて家主が価格
支配力を有する。収入
の大半が、長期賃借ま
たは高い更新率の優良
な実績をもつ極めて質
の高いテナントからの賃
料収入。入居率の実績
が極めて良好。ポートフ
ォリオの分散が極めて
優良。単一業種または
足元の景気要因へのエ
クスポージャーが極めて
小さい。単一の非政府テ
ナントが総収益の 5%以
下。

アセットの大半がグ
ローバルなゲートウ
ェイ都市に所在す
る。アセットクラスが
大規模で、会社は
市場で上位 5 位に
入る。非常に質の
高いテナントを市場
相場を大きく上回る
賃料で獲得しうる、
ほとんどがクラス A
のスペース。不動
産サイクルを通じて
家主が価格支配力
を有する。収入の
大半が、長期賃借
または高い更新率
の優良な実績をも
つ非常に質の高い
テナントからの賃料
収入。入居率の実
績が良好。ポートフ
ォリオの分散が非
常に優良。単一業
種または足元の景
気要因へのエクス
ポージャーが限定
的。単一のテナント
が総収益の 7.5%以
下。

アセットクラスの規
模が優良で、会社
は市場で上位 10
位以内に入る。質
の高いテナントを
市場相場以上で
獲得しうる、大半
がクラス A のスペ
ース。家主が一定
の価格支配力を
有する。収入の高
い割合が、長期賃
借または高い更
新率の良好な実
績をもつ良質なテ
ナントからの賃料
収入。入居率の実
績が良好。ポート
フォリオの分散が
優良。単一業種ま
たは足元の景気
要因へのエクスポ
ージャーが幾分あ
る。単一のテナン
トが総収益の 10%
以下。

アセットクラスの規
模が良好で、会社
は市場で上位 20
位以内に入る。良
質なテナントを市場
相場で獲得しうる、
クラス A のスペース
が多い。家主が一
定の価格支配力を
有する。収入の比
較的高い割合が、
長期賃借または高
い更新率の良好な
実績をもつ良質なテ
ナントからの賃料収
入。入居率の実績
が良好。ポートフォ
リオの分散が良好。
単一業種または足
元の景気要因への
エクスポージャーに
対応可能。単一の
テナントが総収益の
15%以下。

アセットクラスの規
模が中程度。スペ
ースの大半がクラ
ス B で、市場相場
程度または市場相
場を下回る賃料で
テナントを獲得しう
る。良質なテナント
からの収入が限定
的。入居率の実績
が幾分限定的。ポ
ートフォリオの分散
が中程度。単一業
種または足元の景
気要因へのエクス
ポージャー。単一の
テナントが総収益の
20%以下。

アセットクラスの規
模が限定的。スペー
スの大半がクラス B
で、市場相場を下回
る賃料でテナントを
獲得しうる。入居率
の実績は限定的。
ポートフォリオの分
散も限定的。単一業
種または足元の景
気要因へのエクス
ポージャーが高い。
単一のテナントが総
収益の 25%以下。

アセットクラスの規
模が小さい。ほとん
どがクラス B および
C で、テナント賃料
は市場相場を大きく
下回る水準。入居
率の実績は低い。
ポートフォリオの分
散度も低い。単一業
種または足元の景
気要因への集中し
たエクスポージャ
ー。単一のテナント
が総収益の 25%
超。

アセットクラスの規
模が著しく小さい。
全てがグレード B お
よび C の物件で、テ
ナント賃料は市場相
場を大きく下回る水
準。入居率の実績
は著しく低い。ポー
トフォリオは分散さ
れていない。単一業
種または足元の景
気要因への集中度
の高いエクスポージ
ャー。単一のテナン
トが総収益の 30%
超。

要因 : 規模 (5%)
5%

償却前総資産
(10 億米ドル)*1

要因 :事業プロファイル (25%)
市場地位および
資産の質
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サブ要因

事業環境
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サブ要因の
ウエイト

10%

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

高い成長見通しのある、
極めて良好なマクロ経
済環境。地理的に市場
の変動性は低く、不動産
サイクルを通じて高い需
要。極めて良好かつ持
続性のある足元の物件
市場を牽引する要因を
有する（安定的かつ有利
な規制の枠組み、又は
大規模に開発され密に
区分がなされた不動産
市場を含む）。極めて高
いテイクアップ水準およ
び取引規模。複数年に
わたり賃料/資産価格が
大幅に上昇し空室率が
低下。供給予定が限定
的で、恒久的に構造的
な供給不足。 極めて流
動性が高く透明な不動
産市場。長期にわたり所
有者が極めて高い価格
支配力を有する。

安定的な成長見通
しのある、非常に良
好なマクロ経済環
境。地理的に市場
の変 動性は低く、
不動産サイクルを
通じて持続的な需
要。非常に良好か
つ持続性のある足
元の物件市場を牽
引する要因を有す
る（安定的かつ有
利な規制の枠組
み、又は大規模に
開発され、密に区
分がなされた不動
産市場を含む）。非
常に高いテイクアッ
プ水準および取引
規模。複数年にわ
たり賃料/資産価格
が上昇し空室率が
低下。供給予定が
非常に少なく、構造
的な供給不足。流
動性が高く透明な
不動産市場。中期
的に所有者が極め
て高い価格支配力
を有する。

安定的な成長見
通しのある、優良
なマクロ経済環
境。地理的に市場
は高い成長余力
があり、新規供給
は制限されてい
る。優良かつ持続
性のある足元の
物件市場を牽引
する要因を有する
（安定的かつ有利
な規制の枠組み、
又は大規模に開
発され、密に区分
がなされた不動産
市場を含む）。優
良なテイクアップ
水準および取引
規模。複数年にわ
たり賃料/資産価
格が安定的から
緩やかに上昇し空
室率が低下。供給
予定が少ない。流
動性があり透明な
不動産市場。所有
者が高い価格支
配力を有する。

安定的な成長見通
しのある、良好なマ
クロ経済環境。地理
的に市場は着実な
成長力があり、新規
供給は低～中水
準。良好かつ持続
性のある足元の物
件市場を牽引する
要因を有する。良好
なテイクアップ水準
および取引規模。複
数年にわたり賃料/
資産価格、空室率
が安定。緩やかな
供給予定。ある程
度流動性があり透
明な不動産市場。
おおむね売り手市
場。

安定的または緩や
かな悪化見通しの
ある、マクロ経済環
境。地理的に緩や
かな成長市場で供
給過剰リスクは中
～高水準。中程度
の足元の物件市
場を牽引する要因
を有する。中程度の
テイクアップ水準お
よび取引規模。複
数年にわたり賃料/
資産価格がやや低
下、安定した空室
率。供給予定が増
加。ある程度の幾
分流動性があり透
明な不動産市場。
所有者とテナントの
力関係が均衡した
市場。

成長見通しが限定
的で、悪化傾向の
みられるマクロ経済
環境。地理的に成
長が限定的な市場
で、供給過剰のリス
クが高い。足元の物
件市場を牽引する
要因が限定的。テイ
クアップ水準および
取引規模がやや低
い。複数年にわたり
賃料/資産価格が低
下、空室率が上昇。
多数の供給予定。
やや流動性が低く
透明な不動産市
場。テナント側の買
い手市場。

成長見通しが低下
している弱いマクロ
経済環境。地理的
に成長が限定的ま
たは低下している市
場で、従来、変動性
が高い。足元の物
件市場を牽引する
要因が弱い。テイク
アップ水準および取
引規模が弱い。複
数年にわたり賃料/
資産価格が急激に
低下、空室率が上
昇。非常に多数の
供給予定。流動性
が低くやや不透明な
不動産市場。非常
に強いテナント側の
買い手市場。

一貫して成長の弱
い、低調なマクロ経
済環境。足元の物
件市場を牽引する
要因が弱く、過去の
変動性が非常に高
い。テイクアップ水
準および取引規模
が劣っている。複数
年にわたり、賃料/
資産価格が急激に
下落 、空室率も急
激に上昇。極めて多
数の供給予定。不
動産市場は非常に
流動性が低く不透
明。極めて強いテナ
ント側の買い手市
場。
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サブ要因

サブ要因の
ウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

非常に高い内部流動
性。利用可能な極めて
信頼性の高いコミットメ
ントラインがある。あらゆ
る公募・私募資本を確保
する能力が著しく高く、
外部資金調達に全く依
存せずに少なくとも 2 年
間の債務償還および必
要資金を賄える。

かなり高い内部流
動性。利用可能な
信頼性の高いコミッ
トメントラインがあ
る。あらゆる公募・
私募資本を確保す
る能力が極めて高
く、外部資金調達に
全く依存せずに少
なくとも 1 年間の債
務償還および必要
資金を賄える。

多額の内部流動
性。利用可能な信
頼性のあるコミット
メントラインがあ
る。あらゆる公募・
私募資本を確保
する能力が非常
に高く、外部資金
調達ほとんど依存
せずに 1 年間の
債務償還および
必要資金を賄え
る。

十分な内部流動
性。コベナンツ抵触
まで十分余裕のあ
るコベナンツ付きの
コミットメントライン
がある。あらゆる公
募・私募資本を確保
する能力が高い。1
年間の債務償還お
よび必要資金を賄う
ために外部資金調
達にある程度依存。

適度な内部流動
性。コベナンツ抵触
に対しある程度クッ
ションのあるコミット
メントラインがある。
多くの資本資源を
確保する能力が中
程度。1 年間の債務
償還および必要資
金を賄うために外
部資金調達にある
程度依存。

不十分な内部流動
性とコミットメントライ
ン。多くの資本資源
を確保する能力が
安定的でない。1 年
間の債務償還およ
び必要資金を賄うた
めに外部資金調達
に依存する必要が
ある。

不十分な内部流動
性とコミットメントライ
ン。資本を確保する
能力が限定的。1 年
間の債務償還およ
び必要資金を賄うた
めに外部資金調達
に依存する必要が
あるが、外部資金調
達が可能かどうか
は不確実。

不十分な内部流動
性とコミットメントライ
ン。資本を確保する
能力がない。または
1 年間の債務償還
および必要資金を
賄うために外部資
金調達に依存する
必要があるが、外部
資金調達の可能性
は低い、または疑わ
しい。

≥ 99%

97-99%

80-97%

60-80%

40-60%

20-40%

3-20%

< 3%

要因 : 流動性および資本へのアクセス (25%)
流動性および資本
へのアクセス

担保に供されてい
ない資産/ 償却前
総資産*2

15%

10%

要因 : レバレッジとカバレッジ (45%)
総有利子負債 +
優先株 /
償却前総資産*3

15%

≤ 5%

5 -15%

15 - 30%

30 - 50%

50 - 60%

60 - 80%

80 - 90%

> 90%

純有利子負債 /
EBITDA*4

10%

≤ 2.0x

2.0 - 3.5x

3.5 - 4x

4 - 6x

6 - 8x

- 10x

10 - 13x

> 13x

有担保負債 /
償却前総資産*5

10%

≤ 0.5%

0.5- 3%

3 - 10%

10 - 20%

20 - 30%

30 - 60%

60 - 80%

> 80%

フィクストチャージ
カバレッジ*6

10%

≥ 10x

7 - 10x

4.5 - 7x

2.5 - 4.5x

1.7 - 2.5x

1.4 - 1.7x

1 - 1.4x

< 1x

*1 この線形スコアリング・スケールにおいて、Aaa のエンドポイント値は 800 億ドルである。800 億ドル以上の値の数値スコアは 0.5 に相当する。Ca のエンドポイント値は 5,000 万ドルである 5,000 万ドル以下の数値スコアは 20.5 に相当する。
*2 線形スコアリング･スケールでは、Aaa のエンドポイントは 100%である。100%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 0%で、0%は数値スコア 20.5 に相当する。
*3 線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 0%。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 20.5 に相当する。
*4 純有利子負債に対する調整には、優先株等のハイブリッド証券に関する調整を含む。優先株にエクイティクレジットが付与されない場合には、調整後有利子負債に含まれる。一方、優先株にエクイティクレジットが付与される場合には、優先株の一部
が純有利子負債から控除される。優先株に対するエクイティクレジットの詳細については、「その他の考慮事項」のセクションのハイブリッド・エクイティ・クレジットに関する説明を参照されたい。線形スコアリング･スケールにおいては、純有利子負債が
プラスまたはゼロの場合、Aaa のエンドポイントは 0 倍。0 倍は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 20 倍。20 倍以上は数値スコア 20.5 に相当する。EBITDA がマイナスの場合も同様である。純有利子負債がマイナスで EBITDA がプ
ラスの場合、数値スコアは 0.5。純有利子負債がマイナスで EBITDA がマイナスの場合、数値スコアは 20.5 に相当する。
*5 線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 0%。0%は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 20.5 に相当する。
*6 線形スコアリング･スケールにおいては、Aaa のエンドポイントは 12 倍。12 倍以上は数値スコア 0.5 に相当する。Ca のエンドポイントは 0.5 倍。0.5 倍以下は数値スコア 20.5 に相当する。出所： Moody’s Investors Service
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ムーディーズの関連出版物
信用格付は基本的にセクター格付手法によって決定される。また、格付手法上の幅広い考慮事項
（1 つ以上のクロス･セクター格付手法で述べられている）が発行体および債券の信用格付の決定に
重要となることもある。関連しう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。
信用格付の過去の精緻度および予測能力をまとめたデータは、ムーディーズのウェブサイトに掲載さ
れている。
詳細な情報については、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。
Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics (User’s Guide)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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