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格付対象 

本格付手法は、石油精製およびその副生成物の各種加工製品（ガソリン、軽油、ジェ

ット燃料等）を主たる事業*とする企業に適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本格付手法は、2016 年 11 月発行の格付手法“Refining and Marketing Industry”（ム
ーディーズ・ジャパン版「石油精製・販売業界」2016 年 12 月）に置き換わるものであ
る。今回の更新では、セクションの順序を入れ替え、編集上の変更を加えた。また、
スコアカードの表示方法を変更した。これらの更新は、格付手法上のアプローチを変
更するものではない。 

 

* 何を企業の主たる事業とみなすかは通常、事業リスクの大きさに基づいて決定する。事業リスクは通常、 
  当該企業の売上高、利益およびキャッシュフローに比例する。 
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格付アプローチ 

本格付手法は、石油精製・販売会社の格付結果に影響を与える可能性のある定性的・定量的要
因を含む発行体の信用リスクをグローバルに評価する際の基本的なアプローチを説明するものであ
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。 

下図は、石油精製・販売会社の分析に用いる一般的な枠組みを示したもので、スコアカート 1の使用
も含まれている。スコアカードから導出される結果が各企業の実際の格付と一致することは想定して
いない。詳細については、「その他の考慮事項」と「限界」のセクションを参照されたい。 

図表 1 

石油精製・販売会社の格付手法の枠組み 

 

* この要因にはサブ要因がない。  

† 1つ以上のクロス・セクター格付手法で説明される格付手法上の考慮事項が、この業界の企業の格付に重要となることもある。セクター

別格付手法およびクロス・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。 
出所： Moody’s Investors Service 

 
1  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」と「格付マッピング表」は同じ意味で使われる。 

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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格付手法：石油精製・販売 

石油精製・販売会社のスコアカード 

スコアカードの使用に関する一般的な情報とスコアカードの構造についての説明は「スコアカードを用いてスコアカードの結果を導出」のセクションを参照されたい。スコアカードは、

格付委員会が石油精製・販売会社に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。 

図表 2 

石油精製・販売会社のスコアカード 

  
規模 

(25%) 
事業プロファイル 

(20%) 
収益性と効率性 

(15%) 

 財務方針 
(20%) 

レバレッジとカバレッジ 
(20%) 

  

原油精製能力 

（(千バレル/日) 

(15%) 

大規模製油所

の数 
(10%) 

事業プロファイル 
(20%) 

EBIT/総精製量 

（ドル/バレル） 
(7.5%) 

EBIT/平均キャピタリゼ

ーション 
(7.5%) 

財務方針 
(20%) 

EBIT/支払利息 
(5%) 

有利子負債/ 

EBITDA[1] 
(5%) 

RCF/有利子負債 
(5%) 

有利子負債/ 

キャピタリゼーション[2] 

(5%) 

Aaa ≥ 3,000 ≥ 15  
業界リスクは Aaa 格に 

相当しない。 

業界リスクは

Aaa 格に相当し

ない。 

業界リスクは 
Aaa 格 

に相当しない。 

極めて保守的な財務方針をとるとみら

れる。非常に安定した財務指標。長期

にわたる非常に強固な信用プロファイ

ルの維持へのコミットメントを表明。 

業界リスクは 
Aaa 格に相当 

しない。 

業界リスクは 
Aaa 格に相当 

しない。 

業界リスクは 
Aaa 格に相当 

しない。 

業界リスクは 
Aaa 格に相当 

しない。 

Aa 2,000 – 3,000 9 - 14 
業界リスクは Aa 格に 

相当しない。 

業界リスクは 
Aa 格に 

相当しない。 

業界リスクは 
Aa 格に 

相当しない。 

非常に安定した保守的な財務方針をと

るとみられる。安定した指標。格付変更

につながるイベントリスクがほとんどな

い。長期にわたる強固な信用プロファイ

ルの維持へのコミットメントを表明。 

業界リスクは Aa 
格に相当しない。 

業界リスクは Aa 
格に相当しない。 

業界リスクは Aa 
格に相当しない。 

業界リスクは Aa 
格に相当しない。 

A 1,000 – 2,000 6 - 8 

非常に良好 
非常に良好な市場の多様性

とファンダメンタルズ、非常に

質の高い油種構成、非常に

高い原料調達の柔軟性、広

範な川下統合、支援的な規

制環境 

≥ $8 ≥ 15% 

債権者の利益を守る予見可能な財務

方針をとるとみられる。ある程度のイベ

ントリスクがあるが、レバレッジへの影

響は小さく一時的なものとみられる。強

固な信用プロファイルへの強いコミット

メント。 

≥ 10x < 2x ≥ 40% < 25% 

Baa 500 – 1,000 3 - 5 

良好 
良好な市場の多様性とファン

ダメンタルズ、質の高い油種

構成、高い原料調達の柔軟

性、大幅な川下統合、支援的

あるいは中立的な規制環境 

$4 - $8 12% - 15% 

債権者の利益と株主の利益を均衡させ

る財務方針をとるとみられる。負債調達

による買収、あるいは株主還元が信用

プロファイルの悪化につながるリスクが

幾分ある。 

5x - 10x 2x - 3x 25% - 40% 25% - 35% 

Ba 250 - 500 2 

平均的 

中位の市場の多様性とファン

ダメンタルズ、良好な油種構

成、中程度の原料調達の柔

軟性、中程度の川下統合、

中立的な規制環境 

$2 - $4 7% - 12% 

債権者より株主を優先する財務方針を

とるとみられる。株主還元、買収、その

他の大幅な資本構成の大幅な変更を

要因として財務リスクが平均を上回る。 

2.5x - 5x 3x - 4x 10% - 25% 35% - 50% 
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格付手法：石油精製・販売 

  
規模 

(25%) 
事業プロファイル 

(20%) 
収益性と効率性 

(15%) 

 財務方針 
(20%) 

レバレッジとカバレッジ 
(20%) 

  

原油精製能力 

（(千バレル/日) 

(15%) 

大規模製油所

の数 
(10%) 

事業プロファイル 
(20%) 

EBIT/総精製量 

（ドル/バレル） 
(7.5%) 

EBIT/平均キャピタリゼ

ーション 
(7.5%) 

財務方針 
(20%) 

EBIT/支払利息 
(5%) 

有利子負債/ 

EBITDA[1] 
(5%) 

RCF/有利子負債 
(5%) 

有利子負債/ 

キャピタリゼーション[2] 

(5%) 

B 50 - 250 1 

平均以下 
限定的な市場の多様性とファ

ンダメンタルズ、質の低い油

種構成、限定的な原料調達

の柔軟性、限定的な川下統

合、中立的あるいは不利な

規制環境 

$1 - $2 4% - 7% 

債権者より株主を優先する財務方針を

とるとみられる。株主還元、買収、他の

資本構成の大幅な変更を要因とする財

務リスクが高い。 

1x - 2.5x 4x - 6x 5% - 10% 50% - 70% 

Caa 25 - 50 

大規模製油

所は 0、複数

の小規模製

油所 

弱い 

弱い市場の多様性とファンダ

メンタルズ、弱い油種構成、

弱い原料調達の柔軟性、弱

い川下統合、不利な規制環

境 

$0 - $1 0% - 4% 
経済環境が変化した際に、債務再編リ

スクの高まりにつながる財務方針をとる

とみられる。 
0.5x - 1x 6x - 8x 1% - 5% 70% - 90% 

Ca < 25 

大規模製油

所は 0、１箇
所の小規模

製油所 

圧迫されている 

非常に弱い市場の多様性と

ファンダメンタルズ、非常に弱

い油種構成、非常に弱い原

料調達の柔軟性、川下統合

の不在、脅威となる規制環境 

<$0 < 0% 
良好な経済環境下でも、債務再編リス

クの高まりにつながる財務方針をとると

みられる。 

< 0.5x 
 

≥ 8x 
 

< 1% 
 

≥ 90% 
 

[1] 有利子負債がゼロの場合、スコアは A。有利子負債がプラス値で EBITDA がマイナス値の場合、スコアは Ca. 

[2]  有利子負債がゼロの場合、スコアは A。有利子負債がプラス値でキャピタリゼーションがマイナス値の場合、スコアは Ca。  

出所: Moody’s Investors Service 
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セクターの概観 

精製・販売会社は、独立系の大規模企業と小規模企業、政府保有/支援企業、極めて規模が大き
い企業が出資する発行体で構成されるグループである。 

世界の精製・販売業界は、細分化しており、世界的にも地域的にも非常に競争が激しく、極めて資
本集約的である。売上高、コスト共に、世界と地域の商品価格の変動に左右され、これを 1 発行体
が調整することは通常は不可能である。 

製油所は多種の原油および他の原料を精製し、ガソリン、ディーゼル油、ジェット燃料等の石油製品
を生産している。一部の精製・販売会社は、規模の大小はあるが石油化学事業も手掛けている。販
売事業では、様々な販売経路を通して卸売業者および小売業者（ガソリンスタンド） 向けに石油製品
を販売している。 

原油および精製製品は公開市場で自由に取引される国際商品で、いくつかの主要な取引所がある。
精製製品の価格は地域および世界の需給ファンダメンタルズによって決定される。この業界は本質
的にサイクル性があり、世界および地域の経済成長や製品需要のパターン、業界の投資や精製能
力の過剰・不足のパターンに連動する。精製会社は精製マージンが高い期間に経済的見地から能
力増強を行うことがある。需要の伸びが減速、またはマイナスになると、これがマージン圧迫の要因と
なることが多い。 

スコアカード要因の考察 

以下に、各要因・サブ要因をスコアリングする際の基本的なアプローチと、これらの要因が信用力の

指標として重要な理由を説明する。 

要因: 規模（ウエイト 25%） 

この要因を重視する根拠 

規模は、事業の全般的な厚みや幅広い顧客獲得の成否、原油や精製製品の需要の突然の変化や

価格の急速な変化といったショックへの耐性を示す重要な指標である。規模の大きい精製・販売会

社は、より多くの財務資源を有し、より多角化されている傾向があり、それによって変動性および信用

リスクを低減することが可能である。 

大規模な精製能力と複数の大規模精製設備を有する会社は通常、事業および地理面での分散度
も高い。例えば、複数の製油所や大規模な製油所を保有していれば、マージンの変動に合わせて原
油供給源、精製量、油種構成を調整できる幅が広がる。また、大規模であれば、良好な時期だけで

なく、サイクルを通じて資本市場にアクセスすることが可能となる傾向がある。 

この要因は 2 つのサブ要因で構成される。 

原油精製能力 

この指標は、原油の種類や、精製される製品の種類を問わず、精製会社の 1 日当たりの原油精製

能力総計を把握するものである。 

過剰生産能力の影響を受けやすい業界では、事業の規模自体は許容可能なリターンを保証するも
のではないが、石油精製は生産量により収益性が左右される事業であり、大きな割合を占める固定
費において規模の経済が効く。大規模な能力を有する会社は、小規模の会社に比べ、原油その他

の原料調達におけるボリューム･ディスカウントの交渉力が高い。また、パイプラインやターミナルなど
の輸送設備を保有していることが多く、効率的に市場に製品を供給できる。 

大規模製油所の数 

ムーディーズは、10 万バレル/日を超える原油精製能力を持つ設備を大規模製油所と定義している。
また、ムーディーズは精製設備における余剰トレインの数も考慮する。これは、複数のトレインを備え



 

 

CORPORATES 
 

格付手法：石油精製・販売 6 AUGUST 17, 2021 

 

 

た大規模設備には余剰能力があり、予定外の稼動停止が発生した場合、その影響を緩和すること
ができるからである。例えば、2 つの完全なトレインを持つ、精製能力 50 万バレル/日の精製設備であ
れば、大規模設備 2 つに相当すると見做す。 

大規模製油所では、規模の経済によって単位あたりのコストを削減し効率性を改善できるという利点
があり、小規模製油所と比べ、精製マージンが低位にある時期でも収益性を維持できる可能性が高
い。また、大規模製油所は、能力増強や設備改良の面でも選択肢が多く柔軟性が高く、それが信用
力にプラスとなりうる。 

オペレーション面での多角化が進んだ会社は、この事業に固有の不測の下降期にも対応できる優位
性をもつ。一方、製油所が 1 箇所のみの会社は、自然災害（洪水、ハリケーン）や、一部の加工設備
での火災や漏出などの事故、ストライキにより、長期間の停止・閉鎖、それに伴うキャッシュフローの
喪失に見舞われる。 

スコアカードの評価方法 

規模は、原油精製能力（千バレル/日）および大規模製油所の数を用いて測定（将来の見通しにつ
いては推定）される。 

要因: 事業プロファイル（ウエイト 20%） 

この要因を重視する根拠 

事業プロファイルは、精製・販売会社の業績、競争力、長期的な持続可能性のばらつきを示すもの

である。発行体の製油所の特徴および事業環境の強みに注目する。事業プロファイルの評価に含め
る要因としては、市場の分散度とファンダメンタルズ、油種構成の質、原料調達の柔軟性、川下統

合、規制環境が挙げられる。精製・販売セクターには本質的に変動性・循環性があるが、同セクター

の発行体には、事業プロファイルのこれらの要因において顕著な差がみられることがある。 

市場の分散度とファンダメンタルズ 

最終需要家の分散度が高ければ、キャッシュフローの変動性抑制に寄与しうる。季節性、マージン

の特徴、需給構造、規制、その他の要因は、市場や国によって異なることがある。例えば、精製会社
が少なく、価格優位性があり、パイプラインの制約から輸入による競争圧力が弱いニッチ市場で地位

を確立していれば、キャッシュフローにプラスとなりうる。 

油種構成の質 

製油所の製品得率に高付加価値製品の割合が高いほど、製油所の複合度が高く（より多くの精製
設備を有し）、精製製品の価値が高い。残油の割合が大きい製油所は、油種構成が中・高級留分
およびガソリンで構成される製油所よりも売上高が小さくなる。しかし、市況や、軽質油・重質油の相

対的な価格差によっては、複合度の高い製油所が必ずしも、業界サイクルにわたって最も高い利益
率を確保できるとは限らない。同様に、複合度の低い製油所でも、ニッチ市場での地位を確立してい

れば、大規模で複合度の高い製油所より利益率が高くなることもある。 

原料調達の柔軟性 

原料費は、原油価格の全般的な水準、製油所の構成（製油所内の精製設備）に基づき処理可能
な原油の種類（油種構成）、製油所の立地（拡大する原油生産地、内陸、川上、港湾の近く等）、輸
送費用に左右される。1 つの原油調達先に大きく依存している場合、そこからの調達が不可能になっ

たり、短期間で大幅に減少したりすれば、製油所の操業停止を余儀なくされるおそれがあるため、原
油調達先の分散は重要である。精製会社にとって原油コストに次いで負担の大きいエネルギーコスト
の相対的な競争力とその源泉も重要である。また、地域内で原油供給源と統合された精製設備を
有する精製会社は、原油を輸入に依存しなければならない精製会社に比べて、輸送費用が小さくな

る。一方、成熟した、あるいは生産量が減少している地域の原油生産に依存している場合、精製会
社は供給リスクおよびマージンの悪化に見舞われる可能性がある。 
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川下統合 

精製事業と、小売販売網や石油化学事業との経済的統合は、精製会社の収益およびキャッシュフ
ローの多様化に寄与しうる。パイプライン、ターミナル、車両、タンカー、貯蔵設備、処理・積出設備と
いった大規模な川中物流インフラを有していれば、原油調達、各種精製製品の最終需要家への供
給、追加的な価値および第三者からの利益の源泉のいずれの面でも有利となりうる。川下統合がな
されていれば、仲介業者が介在せず、能力過剰時の値引き販売の必要性が小さくなる。また、原油
価格の変動に伴う仕切価格（卸価格）の変動が小売価格に反映されるまでには時間がかかるため、
販売事業は精製事業と比べ、収益の安定性が高い傾向がある。小売販売部門を有していない精製
会社は通常、大規模な小売事業を有する会社よりマージンの変動性が高い（最高水準がより高く最
低水準がより低い）。 

規制環境 

政府規制が、精製会社の信用力を支える場合も、中立的な場合も、圧迫する場合もある。世界の
精製・販売業界に対する環境規制は次第に厳しくなっており、資産に対する大規模な投資を行うよ
う求める一方で、高い価格での価格保証の形で必要な補償を行わない状況となっている。このよう
な、リターンが期待できない、あるいは低い投資の決定により、精製会社はしばしば、投資を実行する
か、あるいはより厳格な規制を満たさない製油所を閉鎖するかの選択を迫られている。政府の価格
政策も、精製会社の信用力に影響を及ぼしうる。厳しい政策圧力により、精製会社は自主的に精製
製品の価格を引き下げる（あるいはタイムリーな引き上げを抑制する）ことがある。 

参入障壁または輸入に対する保護も、精製会社が市場でどのような位置付けにあるかを示唆しうる

ため、考慮する重要な要素である。 

輸入依存度の高い国々では、政府規制により、精製・販売会社が精製製品の最低備蓄を維持する
ことを求められる。それにより、高水準の運転資本が必要となり、多くの場合、負債による調達が行わ

れている。 

スコアカードの評価方法 

この要因のスコアは、精製・販売会社の市場の分散度とファンダメンタルズ、油種構成の質、原材料

調達の柔軟性、川下統合、規制環境に基づいて決定される。 

この要因のスコアが A 格を上回ることはない。精製・販売セクターは固有の循環性および変動性、資

本集約性、環境・法的リスクを伴うことから、そのリスクが Aa 格や Aaa 格に相当するとはみなされな

い。 

ムーディーズは通常、ある企業の事業プロファイルが、該当するスコア・カテゴリーの特徴に完全に合

致するとは考えない。通常、企業が持つ特徴の最も多くが該当する文字格付カテゴリーに基づいて、
この要因のスコアを決定する。ただし、１つの特徴が企業の信用プロファイルに非常に重要であり、こ
の要因のスコアに大きく影響することもある。例えば、市場の多様性が限定的である場合（特に事業
多角化の度合いが限定的であることに起因する場合）、または川下統合が限定的である場合は、い
ずれもキャッシュフローの安定性にマイナスの影響を及ぼしうることから、全体のスコアに影響を与え
る可能性がある。また、不利な、あるいは脅威となる規制環境に対するエクスポージャーが大きい場

合も、スコアを制約する可能性がある。 

市場の分散度とファンダメンタルズ 

国内外の最終需要家の分散度と性質、市場における精製製品の需要構造、価格動向に有利とな
る場合もならない場合もある、ニッチ市場・規制市場・競争の熾烈な市場に対するエクスポージャー
の度合いを考慮する。また、より有利な価格動向を支えるものであれば、地域における市場地位も考

慮する。 

油種構成の質 

高級品得率（中質留分、特殊潤滑油、ガソリン、高い環境基準を満たす製品の割合）、および低級
品得率（燃料油、環境負荷の高い製品の割合）の度合いを検討する。また、油種構成に対する需
要構造や、油種構成の柔軟性も考慮する。通常、最高級品からは軽油や潤滑油が得られ、残油得
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率は小さくなる。処理能力が中位の製油所ではガソリン留分得率が相対的に高い。最低級品では通
常、残油得率（環境負荷の大きい油の割合）が高くなる。 

原料調達の柔軟性 

発行体が各種の原油を有利な条件で調達できるか、各種の原油を処理できるか（処理過程が複雑
で高い処理能力を要するため）、輸入に依存しているかを検討する。また、発行体が他社に対して調
達コスト面で優位にあるかどうかも考慮する。 

川下統合 

ムーディーズは、精製会社の事業が、小売販売、石油化学資産、川中物流インフラとどの程度統合
されているかを分析する。 

規制環境 

ムーディーズは、政府の規制および事業環境が、発行体の長期的な業績にとって、有利か、中立的
か、不利かを検討する。規制対応に高水準の支出が必要か、有効なコスト転嫁に関してどのような
政府方針があるか、参入障壁や輸入に対する保護があるかも考慮する。 

要因: 収益性と効率性（ウエイト 15%） 

この要因を重視する根拠 

収益性および効率性の指標は、市況商品事業である精製・販売セクターの経営陣および投資家に

とって重要である。基本的に、精製会社の収益性が安定していれば、業界の環境にかかわらず今後

も継続企業として存続できることを示している。 

精製会社の収益性のトレンドを分析することによって、様々なマージンの変動サイクルを通して収益と
キャッシュフローを左右する要因を特定することができ、事業の効率性と精製・販売資産の質につい

て有益な示唆を得られる。このような要因が把握できれば、精製会社の資産の収益力と、将来にわ
たる収益の維持に必要とされる設備投資を行う能力について、ムーディーズは総合的な意見を形成

することが可能になる。また、効率性指標には、企業の負債調達の影響が反映され、多額の設備投

資額も織り込まれている。 

製油所の粗利益（クラック・スプレッド）とは、精製製品の価格と原料コスト（80%以上が原油コスト）の

差である。しかし、ベンチマークのクラック・スプレッドは、製油所の収益性を必ずしも適切に表わして
いるとは限らない。低価格の製品（副産物）で発生する損失や、製油所によって発生する可能性の

ある原油または製品の格差、その他の現金ベースの事業コストが考慮されていないからである。その
ため、一般的なクラック・スプレッドに含まれる不要な情報を取り除くために、製油所で精製される 1 バ

レル当たりの実現された収益性に着目することが重要である。 

サイクルを通じて、競争力のある収益性と効率性を確保するには、精製・販売会社は、最適な設備
投資水準を保ちつつ、無駄のないコスト構造を維持し、現金ベースの事業コストをコントロールする必
要がある。精製事業はオペレーティング・レバレッジが高く、精製量に左右されることから、精製会社
のコスト構造だけでなく、計画外の操業停止期間を最短にとどめるような製油所の操業管理の実績
も考慮する。 

精製会社は資本集約度が高く、維持費も高い。定期的なメンテナンスの他、4-5 年おきに、より広範

な補修が必要となる。また、環境規制にも対応しなければならない。精製会社の製品構成を改善し、
製品得率を高め、原油調達コストを低減するための戦略的プロジェクトには、多額の資金が必要とな
ることがある。 

各社の全体的な収益性および効率性に加えて、製油所ごとの収益性の分析が、特に比較的資産の
少ない小規模精製会社の場合、重要であるとムーディーズは考えている。製油所別の分析は、製
油所の地理的な特性を考察することや、操業実績や収益性を改善するために将来設備投資を行う

必要性があるかどうか、特定の製油所がマージン変動の影響を他の製油所よりも受けやすいかどう
か、マージン縮小が長期化するとみられる場合、その製油所が操業停止の対象になるかどうかを評
価するのに役立つ。また、精製設備が債務の担保となった場合の製油所の評価にも役立つ。 
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精製会社の収益性と効率性を、地域および海外の競合他社と比較し、異なる精製マージン水準に
おける相対的なパフォーマンスを評価する。収益性と効率性の指標には、精製業界のサイクルに沿
った変動性および循環性がある。ムーディーズの分析において重要な要素は、サイクルを通じた各
社間の相対的なランキングである。 

スコアカードの評価方法 

この要因の評価は、2 つのサブ要因である EBIT/総精製量と EBIT/平均キャピタリゼーションに基づい
て行う。 

収益性と効率性の要因のスコアが A 格を上回ることはない。精製・販売セクターは固有の循環性お
よび変動性、資本集約性、環境・法的リスクを伴うことから、そのリスクが Aa 格や Aaa 格に相当する
ことはない。 

EBIT/総精製量 

総精製量に対する利息・税前利益の比率（EBIT/総精製量）を用いる。EBIT は、発行体の 1 年間の単
位当たりの連結 EBIT（必要に応じ、その米ドル換算額）を用いる。小売販売、石油化学事業、他の非
精製事業を除く精製事業のみの EBIT は、継続的なベースでは公表されていないため、用いない。ム
ーディーズは精製会社の EBIT の金額よりも、単位当り EBIT を評価する方が有用であると考えている。
そこで、EBIT（精製事業のみではなく発行体の全事業からの収益を含む）を全製油所の総精製量
（精製量とは、年間に製油所で精製される原油および他の原料の量） で除する。この単位当り EBIT
を用いれば、精製能力の差による数値の歪みを取り除くことができ、より公正な精製会社間の比較が
可能になる。例えば、ある精製会社は EBIT の金額では他社を上回るが、単位当り EBIT でみた収益

性では劣ることもありうる。 

精製ユニットの粗利益と現金ベースの事業コストも有用な評価基準であるが、各社は競争上の理由

からこのデータを公表しないことが多い。データが公表される場合でも、精製マージンや小売マージン
の算出方法が会社によって異なることが、データの比較を困難にしている。補修コストを資産計上す

る精製会社の場合、ムーディーズはこれらのコストを営業費用とみなし、EBIT を調整する。また、原油
在庫と製品在庫の価値の変動を考慮するために、非現金ベースの棚卸資産損益について EBIT を

調整し、ムーディーズの標準的調整手法にしたがって他の項目についても EBIT に調整を加える。 

EBIT/平均キャピタリゼーション 

平均キャピタリゼーションに対する EBIT の比率（EBIT/平均キャピタリゼーション）を用いる。これは、企

業のすべての資金源に対する連結ベースの利益水準を示す指標である。 

1 年間の EBIT を用いる（精製事業のみの EBIT は公表されないことが多いため、用いない）。平均キャ
ッピタリゼーションは、総有利子負債、資本金、少数株主持ち分、繰延税金資産の合計である。バラ

ンスシートに影響を与える現行年度に発生したフロー項目をキャピタリゼーションに反映させるため、

現時点と前年度末のキャピタリゼーションの平均を用いる。 

要因: 財務方針（ウエイト 20%） 

この要因を重視する根拠 

財務リスクに対する経営陣と取締役会の許容度は、債務水準、信用力、資金調達・資本構成にマイ

ナスの変化が生じるリスクに直接影響を与えることから、格付上の重要な決定要因である。 

財務方針の評価には、財務リスクを監視する取締役会および経営陣の許容度と、将来的な企業の

資本構成の方向性を含める。また、その領域における公的なコミットメントや、コミットメントの堅持に関
する実績、目標達成能力に対するムーディーズの見方も考慮する。 

財務リスクの許容度は、投資・資本配分を示す指標になる。経営陣が引き続き信用プロファイル改

善にコミットしていくとの予想が、格上げの根拠として必要とされる場合が多い。例えば、格付カテゴリ

ーの基準内で財務の柔軟性を高めた企業が、その柔軟性を戦略的買収、株主への現金配当、スピ

ンオフ、他のレバレッジ上昇につながる取引に用いると予想される場合、格上げされない可能性があ

る。逆に、レバレッジがある程度上昇する可能性のある取引を行っても、経営陣が信用指標を取引
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前の水準に回復させることに高い優先度を置き、過去の行動によってそれに対するコミットメントが継

続的に示されてきた場合、格付は維持される可能性がある。 

スコアカードの評価方法 

発行体が目指す資本構成、あるいは目標とする信用プロファイル、過去の行動、コミットメント順守を
評価する。景気サイクルの様々な局面での、経営陣の事業実績やキャッシュフローの使途に着目す
る。また、信用市場や流動性環境の変化、訴訟、競争上の課題、規制・環境面での圧力といった重
要なイベントに対する経営陣の対応にも着目する。 

経営陣の M&A に対する意欲についても、取引のコスト、種類、資金調達に関する判断に着目して評
価する。買収の頻度や規模、過去の買収で用いた調達方法も評価する。負債調達による買収、あ
るいは信用力を変化させる買収の実績があれば、一般的にこの要因のスコアは低くなる。 

さらに、企業とその所有者が、株主還元と債務保有者の利益のバランスをどのようにとってきたかを
検討する。債務保有者の利益より株主還元を優先した実績は、この要因においてネガティブに評価
される可能性がある。 

ムーディーズは、この要因を、精製・販売セクターの相対的な事業リスクの高さ（固有の変動性・循
環性、高水準の必要運転資本等）に照らして検討する。親会社または制度に基づく財務支援の可
能性は、スコアカードには反映されないが、格付分析には織り込まれる。 

要因: レバレッジとカバレッジ（ウエイト 20%） 

この要因を重視する根拠 

レバレッジとカバレッジは、企業の財務の柔軟性と長期的な存続可能性を示す指標である。財務の

柔軟性は、精製・販売会社が業界が底にある局面に対応するうえで重要である。精製・販売会社に
とって、負債調達への過度の依存は信用力にマイナスである。これは、同セクターが、マージンおよ

びキャッシュフローの突然の低下に左右されやすく、事業の資本集約性が極めて高いためである。 

従って、ムーディーズは、精製会社が、精製サイクルを通じ、キャッシュフローによって負債を返済で

きる度合いを検討する。ムーディーズの分析では、運転資本必要額、配当、設備投資も考慮に入れ
る。精製会社が、定期的なメンテナンスや補修を行わない、あるいは長期間にわたり延期する余地

は限られている。精製会社にとってこれらは確実なパフォーマンスを維持するために必要不可欠で
ある。一方、能力拡大またはボトルネック解消のためのプロジェクトへの戦略的な投資の抑制は、メン

テナンスおよび環境規制対応のために必須となる設備投資の抑制より容易である。しかし、能力拡

大のためのプロジェクトがいったん実行された後に、それを中止する柔軟性は低い。 

この要因は以下の 4 つのサブ要因から構成される。 

EBIT/支払利息 

利息・税前利益の支払利息に対する比率（EBIT/支払利息）は、利払いを履行する能力を示す指標
である。 

有利子負債/EBITDA 

総有利子負債の利息・税・償却前利益に対する比率（有利子負債/EBITDA）は、債務履行能力と財
務レバレッジを示す指標である。精製・販売セクターでは、相対的な財務力を示す大まかな目安とし

て用いられる。 

RCF/有利子負債 

リテインド・キャッシュフローの有利子負債に対する比率（RCF/有利子負債）は、債務水準に対するキ

ャッシュ創出（運転資本増減前・配当支払い後）を示す指標である。 

一部の独立系精製会社は定期的な配当を実施していない。しかし、精製会社のキャッシュフローの
変動性が高いこと、およびそうした高い変動性を認識しながら、最終手段としての場合を除き、多くの
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精製会社が配当削減に消極的なことから、配当を実施している精製会社については配当を固定費
とみなす。 

有利子負債/キャピタリゼーション 

総有利子負債のキャピタリゼーションに対する比率（有利子負債/キャピタリゼーション）は、発行体の
資本構成において負債および負債類似債務がどの程度の割合を占めるかを示すバランスシートのレ
バレッジの指標である。企業はこの比率を用いて、どの程度のレバレッジで事業を行うかを決定する
ことが多いため、経営陣のリスク許容度を示す指標や、資本構成を同業他社と比較するための参照
基準にもなる。 

スコアカードの評価方法 

この要因の評価は、4 つのサブ要因である EBIT/支払利息、有利子負債/EBITDA、リテインド・キャッシ
ュフロー/有利子負債、有利子負債/キャピタリゼーションに基づいて行う。 

精製・販売セクターは固有の循環性および変動性、資本集約性、環境・法的リスクを伴うため、レバ
レッジとカバレッジのサブ要因スコアが A 格を上回ることはない。 

このサブ要因の評価には、1 年の比率を用いるが、この比率は精製サイクルのステージによって変動
しうる。スコアカードの境界点はサイクルの中間地点の状態に基づいて設定されている。ムーディー
ズは、サイクルの中間地点および底にあたる時期の分析を含め、異なる精製マージン環境の収益お

よびキャッシュフローの感応度分析を行う。分析では、発行体が低いマージン水準でも収益性を維

持できるか、どの程度のキャッシュフロー創出が見込めるか、債務履行および配当を十分に賄える

か、精製事業を良好な状態に維持し環境基準を満たすための十分な再投資ができるかを検討する。 

EBIT/総精製量: 

EBIT を分子、支払利息を分母として算出。 

有利子負債/EBITDA: 

総有利子負債を分子、EBITDA を分母として算出。 

RCF/有利子負債: 

RCF を分子、総有利子負債を分母として算出。 

有利子負債/キャピタリゼーション: 

総有利子負債を分子、キャピタリゼーションを分母として算出。 

その他の考慮事項 

信用評価における格付要因の重要性は、同一セクターでも発行体により大きく異なり、特定の状況
下あるいは一部の発行体にのみ重要となることもあるため、格付にはスコアカードに含まれない要因
が織り込まれる場合もある。そうした要因には、財務管理と財務報告の質、企業の法的組織構成、

経営陣の質と実績、コーポレート・ガバナンスの評価、環境・社会に関する考慮事項、不透明な免許
制度に関するリスク、一部諸国における政府介入の可能性などが含まれる。規制、訴訟、流動性、
技術、風評リスク、消費者や事業の支出動向の変化、競合他社の事業戦略、マクロ経済動向なども

格付に影響を与える。 

格付に織り込む可能性があり、実際の格付とスコアカードから導出される結果が異なるケースを生じ

させ得る他の考慮事項の例を以下に挙げる。 

経営戦略 

経営陣の質は、企業の信用力を支える重要な要因である。長期的な事業計画の実行状況の評価
は、経営陣の事業戦略・方針・理念を評価し、競合他社のパフォーマンスやムーディーズの予想と
比較した経営陣のパフォーマンスを評価する上での一助となる。設定した計画、コミットメント、ガイド
ラインを遵守してきた経営陣の実績は、ストレス状況下を含む将来の経営陣のパフォーマンスを予

想する材料となる。 
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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、精製・販売業界の発行体の格付に影響する
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 2、ならびに「事業プロファイル」要因の説明を参照されたい。 

コーポレート・ガバナンスの評価において注目する分野の例として、監査委員会の財務に関する専門
知識、上級幹部の報酬制度が規定するインセンティブ、関連当事者間取引、外部監査人とのやり
取り、株主構成などがある。 

投資・買収戦略 

ムーディーズは信用評価において、経営陣の投資戦略を考慮に入れる。投資戦略については、ム
ーディーズが格付を付与する他社と比較し、その一貫性をさらに検証する。買収は発行体の事業を
強化しうる。特定格付水準における、発行体の買収許容度の評価では通常、次の点を考慮する。す
なわち、(1)経営陣のリスク許容度（中期的にさらなる買収を実行する可能性を含む）、(2)自社株買
い、(3)特定のレバレッジ目標に対する企業のコミットメント、および(4)主要事業および取得した事業の
変動性である。戦略上の整合性、買収を想定したプロフォーマ・ベースのキャピタリゼーションとレバレ
ッジ、プロフォーマ・ベースの信用指標に対するムーディーズの信頼度（比較的短期間で指標が回
復するかどうかなど）も通常重視される。 

財務管理 

ムーディーズは、監査済み財務諸表の正確性を信頼して、格付の付与とモニタリングを行っている。
財務諸表の質は、経営陣の適切な方針、業務の一元化、会計方針と手続きの一貫性といった内部

統制の影響を受け得る。内部統制の有効性に関する監査人の報告、監査人による財務諸表への
意見表明、例外的な財務諸表の修正再表示や規制当局への提出遅延は内部統制の弱さを示すと

考えられる。 

流動性 

流動性は全ての精製・販売会社にとって重要な格付上の考慮事項であるが、類似した信用プロファ
イルを持つ発行体の差別化に実質的な影響を与えないこともある。流動性は、事業上・財務上の柔

軟性が低い、投機的等級の精製・販売会社にとってとりわけ重要となり、極めて低い流動性は格付
に大きく影響しうる。流動性は、精製会社のキャッシュフローを制約しうる、マージンが圧迫された環

境下や、高水準の運転資本が必要となる、原油価格が高値推移あるいは急上昇している時期に、
非常に重要となる。投機的等級の精製会社は、原油調達を支えるものとして信用状を提出しなけれ

ばならない場合がしばしばある。ムーディーズは、キャッシュの源泉と使途の両面から、短期的にどの
程度の流動性が必要となるかを予想し、また、原油価格が高値推移する環境下で信用状が最も必

要となる状況も考慮する。ムーディーズは内部および外部の流動性を検討する。その際、コミット済
み銀行クレジット･ファシリティの質、短期債務調達、アンコミット信用枠への依存度も考慮する。また、

銀行とのコベナンツやコンプライアンス状況に関する余地をみて、緩やかな業界下降期や発行体固
有の業績低下に直面した場合に、当該企業がコベナンツの減免を必要とするかどうかを検討するこ
とがある。詳細については、ムーディーズの流動性に関するクロス・セクター格付手法を参照されたい
3。 

イベントリスク 

ムーディーズは、予想外のイベントの発生により発行体のファンダメンタルな信用力が突然、大幅に
低下し、実際の格付がスコアカードの結果より低くなる可能性を認識している。イベントリスクはレバレ
ッジ上昇を伴う資本再編から、突然の規制変更や事故の賠償責任まで多岐にわたり、十分な資本
を持つ安定的な企業でさえ影響を受けることがある。その他のイベントリスクの例として、M&A、資産

売却、スピンオフ、資本再編計画、訴訟、パンデミックの発生、凶悪なサイバー犯罪、株主への利益
配分などがある。 

親会社のサポート 

高格付の所有者が精製・販売会社を保有し、所有者にとって戦略的重要性が高いと判断される場

合、格付にアップリフトが加えられることもある。親会社のサポートを分析する上で、発行体のストレス
時や資金需要（大規模な資本投資や有利な業務契約等）に対しサポートを提供するための親会社

 
2  セクター別格付手法およびクロス・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。 
3  セクター別格付手法およびクロス・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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の財務力や戦略上のインセンティブの有無、あるいはこれまでにサポートを提供した実績の有無を考
慮する。逆に、親会社へ支払う配当金の負担が大きく、発行体の柔軟性を低下させることになれば、
格付にこのリスクが反映される。 

政府系発行体には政府からのサポートが期待できるため、格付にアップリフトが加えられる場合があ
る。一方で、一部の発行体については、政府保有がベースライン信用リスク評価にマイナスの影響を
及ぼすことがある 4。例えば、価格統制、重い税負担、高水準の利益配分は、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しうる。 

その他の制度上のサポート 

一部の国では、大規模な事業会社は経済全般に重要な機能を果たしているため、資金難に陥った
場合、政府または銀行のサポートを受けてきた。日本のムーディーズの事業会社格付においては、
規模が大きく社会的に重要な企業へのサポートが考慮されている。このサポートは、日本の発行体
の長年に亘るデフォルトの少なさの背景となっている。ムーディーズは、システム上重要な企業の財
務が大きく圧迫された場合、グループ会社や取引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検討する。 

事業の多角化 

精製・販売セクターの発行体は、他の事業ラインへの多角化により恩恵を受けることもある。統合型
の企業ではないが、大規模な川上部門あるいは川下部門への投資を行った精製会社の信用プロフ
ァイルは、収益およびキャッシュフローの多様性による恩恵や、ある程度の統合の恩恵を受ける可能

性がある。 

スコアカードを用いてスコアカードの結果を導出  

1. スコアカード要因の測定または推定 

「スコアカード要因の考察」のセクションでは、スコアカードの要因やサブ要因のスコアを決定する分析

アプローチを説明し 5、それらが信用力の指標として重要な理由を説明した。 

格付要因とサブ要因の評価に用いる情報は通常、各社の財務諸表あるいは規制当局への届出に

記載のものを用いるか、それらに基づいて算出する。またはその他の情報から導くか、ムーディーズ

のアナリストが推定する。非開示情報を織り込む場合もある。 

ムーディーズの格付は将来を見据えたものであり、将来の財務と業績についてのムーディーズの予
想を織り込む。一方、過去の実績は、企業および比較対象企業の実績のパターンやトレンドを把握
する上で有益である。特段の記載がなければ、財務指標 6 は通常 12 ヵ月間の財務数値に基づいて
算出されるが、スコアカード要因の検討には様々な期間の数値を用いることがある。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する年
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を織り込んでいる 7 。

また、特定の企業に対し分析上の調整を行なうこともある。 

 
4  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およびクロス・セクター格付手法と「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。 
5  格付要因がサブ要因により構成されている場合、サブ要因レベルでスコアを付与する。サブ要因がない格付要因につ

いては、格付要因レベルでスコアを付与する。  
6  ムーディーズが通常用いる比率の定義については、ムーディーズのウェブサイトから入手できる  “Moody’s Basic 

Definitions for Credit Statistics （User’s Guide）” を参照されたい。 
7  ムーディーズの標準的調整については、事業会社の財務諸表における調整を説明したクロス・セクター格付手法を参

照されたい。 
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2. スコアカード要因の数値スコアへのマッピング 

各要因とサブ要因のスコアを推定または算出した後、それをムーディーズの文字格付カテゴリー
（Aaa、 Aa、A、 Baa、 Ba、 B、 Caa 、 Ca）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文字格付カテゴリーの説明に基づいて決定される。各文字格
付カテゴリーに対応する数値スコアは、下に示すスケールに基づいている。 

図表 3 

Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca 

1 3 6 9 12 15 18 20 
出所： Moody’s Investors Service 

3. スコアカードに基づく最終的な結果を決定 

各サブ要因（サブ要因がない場合は各要因）の数値スコアに当該サブ要因（あるいは要因）のウエイ
トを乗じ、それらを合計して総合数値スコアを決定する。次に、下表に基づいて総合数値スコアをス
コアカードの結果にマッピングする。 

図表 4 

スコアカードの結果 
スコアカードの結果 総合数値スコア 

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 x ≥ 19.5 
出所： Moody’s Investors Service 
 

例えば、総合数値スコアが 11.7 の発行体の場合、スコアカードの結果は Ba2 となる。 

通常、スコアカードから導出される結果は、投機的等級発行体ではコーポレート・ファミリー・レーティ
ング（CFR）、投資適格等級発行体ではシニア無担保債務格付に相当する。親会社のサポート、政

府保有あるいはその他の制度上のサポートによりアップリフトが加えられる発行体については、単独の
信用力を示すベースライン信用リスク評価を、スコアカードの結果と比較し検討する。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 8 。 

 
8  セクター別格付手法およびクロス・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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発行体レベルおよび証券レベルの格付付与 

ムーディーズは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、投機的等級の発行体にはコーポレート・ファミリー・レーティング（CFR）、投資適格等級の発行体
にはシニア無担保債務格付を付与する。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を付与することもある 9。 

個々の債務証券の格付は、支払優先順位と担保に応じた期待損失の差異の評価を反映し、CFR あ
るいはシニア無担保債務格付からノッチ調整される。ノッチングの決定における全般的なガイダンス
を示した文書は、投機的等級の事業会社のデフォルト時損失に関する格付手法、担保や請求権優
先順位に基づく事業会社の債務格付の調整に関する格付手法、短期格付の付与に関する格付手
法である 10。 

主要な格付上の想定 

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 11。 

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その他の考慮事項を

説明した。このセクションでは、スコアカードおよび格付手法全般に関連する限界について説明する。 

スコアカードの限界 

スコアカードの結果は、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、ほとんどのケースにおいて精製・販売会社の信用プロファイルの推定

に用いることができる比較的単純なツールである。また、精製・販売会社に格付を付与するにあたり、
通常最も重要とされる多くの要因をまとめたものである。信用損失と回収率に関する考慮事項は、発

行体がデフォルトに近づくにつれ、その重要性が高まるが、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や下限の制約があるため、格付スケール上の上限または下

限に格付される発行体の場合、スコアカードの結果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エイトは、セクター内の格付決定における重要性を近似値で

表したものだが、各企業の状況によって特定の要因の実際の重要性が大きく異なることがある。 

「その他の考慮事項」のセクションで説明した項目も含め、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企業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幅広い格付手法上の考慮事項が、本セクターの
格付にとって重要となることがある 23。そのような考慮事項の例として、ソブリンの信用力が他の発行
体に及ぼす影響、他の事業体からの信用サポートの評価、様々なクラスの債務およびハイブリッド証

券の相対的な順位、短期格付の付与、等が挙げられる。 

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について、方向性を示す見解を定性的に織り込むことが多い。 

 
9  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およびクロス・セクター格付手法と「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。  
10  セクター別格付手法およびクロス・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。 
11  「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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格付手法の一般的な限界 

本格付手法は、精製・販売会社に格付を付与するにあたり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。精製・販売会社は新たなリスクや新たなリスクの組み合わせに直
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。 

格付には発行体の将来のパフォーマンスについてのムーディーズの予想が反映されているが、予想
の期間が長くなれば、不確実性が高まり、スコアカードの入力値や他の格付上の考慮事項における
精緻な推定の有用性は概して低下する。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、全般的な金融市場環境、業界の競争
状況、テクノロジーディスラプション、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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ムーディーズの関連出版物 

信用格付は主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
信用格付手法）における考慮事項が、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。セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法の一覧については、ムーディーズ・ジャパン
のウェブサイトを参照されたい。 

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。 

さらなる情報については、ムーディーズ・ジャパン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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