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本格付手法の適用対象 

本格付手法は、医薬品の販売を主たる事業*とする企業にグローバルに適用される。

処方箋医薬品は通常、医師または医療機関からの処方箋交付が必要であるため、
店頭で販売される一般用医薬品とは異なる。製薬会社は、調査、治験、認可、製品

表示、製造基準、製品安全性を含む多くの領域について規制当局の監督下で事業
を展開している。ただし、本格付手法の対象となっている製薬会社の中には、他の事

業ラインから収益を創出している企業もある。 

格付対象となっている世界の製薬会社には、多様なビジネスモデルを有する企業が

含まれる。本稿の対象となる製薬会社には、(1) 新薬や特許医薬品の研究開発に従
事するブランド医薬品メーカー、(2)ブランド医薬品メーカーの特許が切れた医薬品を

提供する後発品メーカー、(3) ブランド医薬品と後発品の両方を提供するメーカーが

含まれる。 

 

 

本格付手法は、2017 年 6 月発行の Pharmaceutical Industry（ムーディーズ・ジャ

パン版「製薬業界のグローバル格付手法」2017 年 7 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、古い情報を削除した。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、製薬業界の発行体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、製薬会社の分析に用いる一般的な枠組みを示したもので、スコアカード 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 

製薬業界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、このセクター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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製薬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、

格付委員会が製薬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 

製薬会社のスコアカード 
 規模 

(25%) 
事業プロファイル 

(40%) 
レバレッジとカバレッジ 

(25%) 
財務方針 

(10%) 

 
売上高 

(10 億米ドル) [1] 

(25%) 
製品・治療分野の分散 

(15%) 
地理的分散 

(10%) 
特許切れリスク 

(7.5%)] 
パイプラインの質 [2] 

(7.5%) 

有利子負債/ 

EBITDA [3] 
(10%) 

CFO/ 

有利子負債 [4] 
(10%) 

調整後現金・投資

/有利子負債 [5] 
(5%)  

Aaa ≥ $60 

ブランド医薬品メーカー：セグ

メント、治療分野、製品が極め

て高度に分散。例えば、売上

高に占める上位 3 製品の割

合が 25%を超えないとみられ

る。  

後発品メーカー：事業ライン、

製品、販売手法が極めて高度

に分散。例えば、後発品以外

のセグメントが営業利益の

50%超を占める。 

地理的に極めて高度に分散し

ている。例えば、主要3地域以

上と多数の新興市場で強固な

地位を有し、総売上高に対する

売上高最大の地域の割合が通

常40%を超えないとみられる。 

 

ブランド医薬品メーカー： 特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが極めて低い。例え

ば、当該製品が今後 3 年間に

わたって売上高に占める割合

が通常 10%未満とみられる。  

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が極めて高い。推定粗

利益率が 80%超 

ブランド医薬品メーカー： 極め

て優れたパイプラインの質、革

新性、分散。例えば、パイプラ

イン製品のピーク売上高が現

在の売上高の 30%超。 

後発品メーカー： 極めて優れた

パイプライン。例えば、ANDA*
申請数あるいは類似した手続

きの申請数が 250 件以上且

つ、バイオ後続品を非常に強く

重視。 

≤ 1x ≥ 75% ≥ 75% 

極めて保守的な財務方針

（リスク管理および流動性

管理を含む）をとるとみら

れる。非常に安定した財

務指標。基本的にイベント

リスクは想定されない。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。 

Aa $30 - $60 

ブランド医薬品メーカー：セグ

メント、治療分野、製品が高度

に分散。例えば、総売上高に

占める上位 3 製品の割合が

30%を超えないとみられる。  

後発品メーカー： 事業ライン、

製品、販売手法が高度に分

散。例えば、後発品以外のセ

グメントが営業利益の 40%超

を占める。 

地理的に高度に分散してい

る。例えば、主要 3 地域以上

と多数の新興市場で強固な地

位を有し、総売上高に対する

売上高最大の地域の割合が

通常 45%を超えないとみられ

る。 

ブランド医薬品メーカー：特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが非常に低い。例え

ば、当該製品が今後 3 年間に

わたって売上高に占める割合

が通常 15%未満とみられる。 

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が非常に高い。推定粗

利益率が 70%超。 

ブランド医薬品メーカー：非常

に優れたパイプラインの質、革

新性、分散。例えば、パイプラ

イン製品のピーク売上高が現

在の売上高の 25%超。  

後発品メーカー：非常に優れた

パイプライン。例えば、ANDA
申請数あるいは類似した手続

きの申請数が 200 – 249 件且

つ、バイオ後続品を強く重視。 

1 – 1.75x 50 - 75% 40 – 75% 

非常に安定した保守的な

財務方針（リスク管理およ

び流動性管理を含む）をと

るとみられる。安定した財

務指標。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。 

A $15 - $30 

ブランド医薬品メーカー：セグ

メント、治療分野、製品が十分

に分散。例えば、売上高に占

める上位 3 製品の割合が

40%を超えないとみられる。 

後発品メーカー： 事業ライン、

製品、販売手法が十分に分

散。例えば、後発品以外のセ

グメントが営業利益の 30%超

を占める。 

地理的に十分に分散してい

る。例えば、主要 3 地域以上

と多数の新興市場で強固な地

位を有し、総売上高に対する

売上高最大の地域の割合が

通常 55%を超えないとみられ

る。 

ブランド医薬品メーカー：特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが低い。例えば、当

該製品が今後 3 年間にわたっ

て売上高に占める割合が通常

20%未満とみられる。 

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が高い。推定粗利益率

が 60%超。 

ブランド医薬品メーカー：優れ

たパイプラインの質、革新性、

分散。例えば、パイプライン製

品のピーク売上高が現在の売

上高の 20%超。 

後発品メーカー： 優れたパイプ

ライン。例えば、ANDA 申請数

あるいは類似した手続きの申

請数が 150 - 199 件且つ、バイ

オ後続品を重視。 

1.75 – 2.5x 35 – 50% 25 – 40% 

債権者の利益を守る予測

可能な財務方針（リスク管

理および流動性管理を含

む）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。 
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規模 

(25%) 

事業プロファイル 

(40%) 

レバレッジとカバレッジ 

(25%) 

財務方針 

(10%) 

 
売上高 

(10 億米ドル) [1] 

(25%) 
製品・治療分野の分散 

(15%) 

地理的分散 

(10%) 

特許切れリスク 

(7.5%)] 

パイプラインの質 [2] 

(7.5%) 

有利子負債/ 
EBITDA [3] 

(10%) 

CFO/ 
有利子負債 [4] 

(10%) 

調整後現金・投資

/有利子負債 [5] 

(5%)  

Baa $6 - $15 

ブランド医薬品 メーカー：セグ

メント、治療分野、製品がある

程度分散。例えば、売上高に

占める上位3製品の割合が

50%を超えないとみられる。 

後発品メーカー：事業ライン、

製品、販売手法がある程度分

散。例えば、後発品以外のセ

グメントが営業利益の20%超を

占める。  

 

地理的にある程度分散してい

る。例えば、2 地域以上で強

固な地位を有し、総売上高に

対する売上高最大の地域の

割合が通常 65%を超えないと

みられる。 

ブランド医薬品メーカー： 特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが中程度。例えば、

当該製品が今後 3 年間にわた

って売上高に占める割合が通

常 25%未満とみられる。 

後発品メーカー：後発品の参入

障壁が中程度。推定粗利益率

が 50%超。 

ブランド医薬品メーカー： ある

程度優れたパイプラインの質、

革新性、分散。例えば、パイプ

ライン製品のピーク売上高が

現在の売上高の 15%超。  

後発品メーカー：ある程度優れ

たパイプライン。例えば、ANDA
申請数あるいは類似した手続

きの申請数が 100 - 149 件で、

バイオ後続品を追求している

場合もあるが、市場地位は不

確実。 

2.5 – 3.25x 25 - 35% 15 – 25% 

債権者の利益と株主の利

益を均衡させる財務方針

（リスク管理および流動性

管理を含む）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

繋がるリスクがある。 

Ba 
$3 - $6 

 

ブランド医薬品 メーカー：セグ

メント、治療分野、製品の分散

が幾分弱い。例えば、売上高

に占める上位3製品の割合が

50%を超えるとみられる。  

後発品メーカー：事業ライン、

製品、販売手法の分散が幾分

弱い。例えば、後発品以外の

セグメントが営業利益に占める

割合が 20%未満、あるいは、

製品と販売手法が高度に分散

した後発品専業メーカー。  

地理的に幾分集中している。

例えば、1 地域での売上高が

総売上高の 65-75%を占める

が、その他の地域の分散は高

い。 

ブランド医薬品メーカー：特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが幾分高い。例え

ば、当該製品が今後 3 年間に

わたって売上高に占める割合

が通常 30%未満とみられる。  

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が幾分低い。推定粗利

益率が 40%超。 

ブランド医薬品メーカー： 幾分

限定的なパイプラインの質、革

新性、分散。例えば、パイプラ

イン製品のピーク売上高が現

在の売上高の 15%未満。 

後発品メーカー： 幾分限定的

なパイプライン。例えば、ANDA
申請数あるいは類似した手続

きの申請数が 60 - 99 件且つ/
または、バイオ後続品を持たな

い。 

3.25 – 4.5x 15 – 25% 10 – 15% 

債権者より株主を優先す

る財務方針（リスク管理お

よび流動性管理を含む）を

とるとみられる。株主還

元、買収、他の資本構造

の大幅な変更を要因とし

て財務リスクが平均を上

回る。 

B $1 - $3 

ブランド医薬品 メーカー：セグ

メント、治療分野、製品の分散

が弱い。例えば、売上高に占

める上位3製品の割合が60%
を超えるとみられる。  

後発品メーカー：事業ライン、製

品、販売手法の分散が弱い。

例えば、後発品以外のセグメン

トが営業利益に占める割合が

10%未満、あるいは、製品と販

売手法がある程度分散した後

発品専業メーカー。 

地理的集中度が非常に高い。

例えば売上高の 75-90%が、1
地域に集中している。 

ブランド医薬品メーカー：特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが高い。例えば、当

該製品が今後 3 年間にわたっ

て売上高に占める割合が通常

30%以上とみられる。 

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が低い。推定粗利益率

が 40%未満。 

ブランド医薬品メーカー：限定

的なパイプラインの質、革新

性、分散。例えば、パイプライ

ン製品のピーク売上高が現在

の売上高の 10%未満。 

後発品メーカー：限定的なパイ

プライン。例えば、ANDA 申請

数あるいは類似した手続きの

申請数が 30 - 59 件且つ/また

は、バイオ後続品を持たない。 

4.5 – 6x 5 – 15% 5 – 10% 

債権者より株主を優先す

る財務方針（リスク管理お

よび流動性管理を含む）を

とるとみられる。株主還

元、買収、他の資本構造

の大幅な変更を要因とす

る高い財務リスク。 
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[1] Aaa のエンドポイントは 1,000 億米ドル。1,000 億米ドル以上は数値スコア 0.5 に相当。Ca のエンドポイントは 0 米ドル。0 米ドルは数値スコア 20.5 に相当。 

[2] ANDA は、米国における医薬品簡略承認申請。米国以外の申請は米国内の申請と重複することが多いため、米国で大規模な事業を展開する製薬会社については通常 ANDA 申請数にのみ着目する。 

[3] Aaa のエンドポイントは 0x。0x は数値スコア 0.5 に相当。Ca のエンドポイントは 10x。10x 以上およびマイナス値は数値スコア 20.5 に相当。  

[4] Aaa のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 0.5 に相当。Ca のエンドポイントはマイナス 5%。マイナス 5%以下は数値スコア 20.5 に相当。  

[5] Aaa のエンドポイントは 100%。100%以上は数値スコア 0.5 に相当。Ca のエンドポイントは 0%。0%は数値スコア 20.5 に相当。 

出所: Moody’s Investors Service 

 

 
規模 

(25%) 

事業プロファイル 

(40%) 

レバレッジとカバレッジ 

(25%) 

財務方針 

(10%) 

 
売上高 

(10 億米ドル) [1] 

(25%) 
製品・治療分野の分散 

(15%) 

地理的分散 

(10%) 

特許切れリスク 

(7.5%)] 

パイプラインの質 [2] 

(7.5%) 

有利子負債/ 
EBITDA [3] 

(10%) 

CFO/ 
有利子負債 [4] 

(10%) 

調整後現金・投資

/有利子負債 [5] 

(5%)  

Caa $0.5 - $1 

ブランド医薬品メーカー：セグ

メント、治療分野、製品の分散

が非常に弱い。例えば、売上

高に占める上位3製品の割合

が70%を超えるとみられる。  

後発品メーカー：事業ライン、製

品、販売手法の分散が非常に

弱い。例えば、製品と販売手法

の分散が限定的な後発品専業

メーカー。  

地理的集中度が極めて高い。

例えば、売上高の 90%超が 1
地域に集中しているが、その

地域の医療費支払者の構成

は分散している。 

ブランド医薬品メーカー：特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが非常に高い。例え

ば、当該製品が今後 3 年間に

わたって売上高に占める割合

が通常 40%以上とみられる。 

後発品メーカー： 後発品の参

入障壁が非常に低い。推定粗

利益率が 30%未満。 

ブランド医薬品メーカー： 弱い

パイプラインの質、革新性、分

散。例えば、パイプライン製品

のピーク売上高が現在の売上

高の 5%未満。 

後発品メーカー：弱いパイプラ

イン。例えば、ANDA 申請数あ

るいは類似した手続きの申請

数が 15 - 29 件且つ/または、バ

イオ後続品を持たない。 

6 – 7.5x 0 – 5% 2 – 5% 

経済環境が変化した際

に、大規模な債務再編リ

スクにつながる財務方針

（リスク管理および流動性

管理を含む）をとるとみら

れる。 

Ca < $0.5 

ブランド医薬品 メーカー：分

散性に欠ける。例えば、売上高

の大部分を1製品に依存。  

後発品メーカー：分散性に欠

ける。例えば、製品と販売手法

の分散が弱い後発品専業メー

カー。  

地理的にほとんど分散してい

ない。例えば、売上高の 90%
超が 1 地域に集中し、その地

域の医療費支払者が限定さ

れている。 

ブランド医薬品メーカー： 特許

切れリスクおよび特許無効申し

立てリスクが極めて高い。例え

ば、当該製品が今後 3 年間に

わたって売上高に占める割合

が通常 50%以上とみられる。 

後発品メーカー：製品ポートフ

ォリオが汎用品化している。推

定粗利益率が 20%未満。 

ブランド医薬品メーカー：基本

的に自社開発の後期段階にあ

るパイプライン製品がない。研

究開発を全て外部に依存して

いる可能性。 

後発品メーカー： 非常に弱い

パイプライン。例えば、ANDA
申請数あるいは類似した手続

きの申請数が 15 件未満且つ、

バイオ後続品を持たない。 

> 7.5x < 0% < 2% 

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（リスク

管理および流動性管理を

含む）をとるとみられる。 
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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 （ウェイト 25%） 

この要因を重視する根拠 

規模の大きさは、企業がビジネストレンドや価格決定に影響を与え、市場地位の維持や向上を支え
る能力を示す重要な指標である。また、規模は、需要の変化への対応力の高さや地理的分散を示
す指標にもなりうる。さらに、医薬品有効成分（API）のサプライヤーや、医薬品卸売会社、薬局への
給付金管理者、他の医療費支払者等の顧客に対する製薬会社の影響力を高める。 

規模の大きい会社は、医薬品開発パイプラインを維持するために不可欠な研究開発や設備投資に
充当する予算の面でも裁量の幅が大きい。 

後発品メーカーの場合は、後発品に価格圧力が加わっている現状や、規模が大きければより大きな
売上基盤に固定費を分散できるという明らかな優位性が得られることから、規模のメリットが一層重
要になる。後発品メーカーの場合、通常、規模が大きくなるほど、ドラッグ・ストア・チェーンとの強固

な関係、ブランド医薬品メーカーに対して特許無効の申立てを成功させるために必要な高い法的能

力といったメリットを得られるようになる。 

スコアカードでの評価方法 

規模は財務報告の売上高（10 億米ドル）を用いて測定（もしくは将来の見通しについては推定）する。 

要因: 事業プロファイル（ウェイト 40%） 

この要因を重視する根拠 

製薬会社の事業プロファイルは、多角化を表すいくつかの指標、特許切れリスク、その他の競争、医

薬品開発パイプラインから機会を生み出すことで売上高減少を補う能力などに基づく企業の強みを

示す重要な指標である。 

製品・治療分野の分散 

製品や治療分野のレベルでビジネスモデルが分散されていることは重要である。これは、製品の売
上高減少につながるさまざまなリスクへのエクスポージャーを分散によって低減できるためである。ブ
ランド薬メーカーの場合、そうしたリスクとして、特許切れ、製品の安全性、競合製品の上市、製造中
断などがあげられる。ある治療分野で競合他社が新薬を上市した場合、同一治療分野の複数の製
品が影響を受ける可能性があるため、多くの異なる治療分野にまたがる事業展開は分散効果を高
める。 

後発品メーカーにおいても分散は重要だが、その意味合いは異なる。多くの後発品メーカーは製品
レベルでの分散度は高いが、後発品は汎用品の性質を持つため、製品の分散自体は事業リスクの

低減につながらない場合がある。したがって他の側面での分散がより重要である。例えば、後発品メ
ーカーは、最も汎用品としての性質が強い伝統的な製品剤形（丸剤、カプセル剤）に加えて、非伝
統的な製品剤形（液剤、吸入剤、注射剤、軟膏等）を提供することによって分散を図っていることが

ある。また、他の事業ラインをもつ後発品メーカーは、後発品セグメントにおける価格圧力やその他の
リスクによる影響を受けにくい。後発品メーカーの中には、ブランド薬事業や、販売事業、API 事業を
展開しているところがあり、これらの事業によって後発品事業への集中を緩和できる。 

地理的分散 

地理的分散は、ある地域で他の地域より厳しい規制や他の問題に晒されることにより収益性が低下
する可能性を低減する。地域によって異なる事業リスクには、医療費支払者の交渉力、価格決定お
よび予算上の圧力、医療改革、認可におけるハードル、人員削減の制約、競争、訴訟リスクの多さ
が含まれる。医療費支払者が単一（政府等）の市場では、その医療費支払者が薬価引下げの権限
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を有するため、価格圧力が生じうる。一方、医療費支払者が複数の市場では単一の市場に比べ一
般に製薬会社の価格決定力が強い。医療費支払者が単一の市場への集中は、医療費支払者が
複数の市場への集中よりはるかにリスクが高いため、医療費支払者が単一か複数かの違いは、ひと
つの市場への集中度が高い企業にとって極めて重要である。 

特許切れリスク 

ブランド品メーカーにとって、長期の特許は強力な参入障壁となる。特許切れに伴い後発品メーカー
が参入してくれば、売上高が短期間で、また多くの場合大幅に減少する可能性がある。ライフサイク
ルの終わりに近い製品の粗利益率は、何年にもわたる価格引き上げを経て非常に高くなるため、利
益とキャッシュフローへの影響は、売上高への影響よりもはるかに大きくなることが多い。加えて、売
上高の減少に応じて、研究開発費と一般管理費を削減することは難しい。一方、後発品メーカーに
よる特許無効の申し立てによって、特許の予定失効日を待たずに多額の売上高が失われる可能性
がある。 

後発品メーカーにとっても参入障壁は重要な要因である。参入障壁があれば、利益減少につながる
競争が生じる可能性が低くなるためである。後発品メーカーの場合、特許で保護されない製品が売
上基盤になっているため、特許切れリスクによって直ちに信用力に大きな差が生じることはない。しか
し、他の後発品メーカーが類似品を発売した場合、シェアの低下と価格の下落により、売上高と利益
が減少する。複製が困難な製品や、参入障壁の高い製品を製造する後発品メーカーは、このような
リスクを低減することができる。そのような製品には、徐放性製剤、ホルモン避妊薬、注射剤などがあ
る。 

パイプラインの質 

特許切れによる売上減をパイプラインにある製品の上市によりカバーすることは、ブランド医薬品メーカ
ーの長期的な事業継続にとって不可欠である。ブロックバスター製品を次々に生み出せる強力なパイ

プラインを有するメーカーは、糖尿病や癌などの治療分野で主導権を握ることができる。そのような製
薬会社には、優秀な研究者が集まりやすいとみられる。また、特許切れリスクが高く、且つパイプライン

が強力でない場合は、ブランド医薬品メーカーにとって大規模な買収の前兆となる可能性がある。 

後発品メーカーはブランド医薬品メーカーと同種の研究開発を行うわけではないが、製品パイプライ

ンは後発品メーカーにとっても将来の売上高を示す重要な指標である。当局による審査を申請して
いる製品数が、後発品メーカーのパイプラインの質を示す重要な指標となる。承認申請待ちの製品

を多数含む強力なパイプラインは、化学技術と製剤技術、原薬の入手、製造コンプライアンス基準と
いう分野での能力の高さを示す。後発品メーカーは製品の治療上の安全性と効果を立証するため

に臨床試験を行う必要はなく、自社の製品が参照したブランド医薬品と同等成分であることを示すだ

けでよい。後発品メーカーがブランド医薬品メーカーに対して特許無効を申立てる能力は、製品ライ
ンの拡大に重要である。そうした機会を得られれば、他の後発品メーカーの参入が認められる前に、

規制法に基づき先願者の販売独占期間を延長できるため、後発品メーカーは利益を上げることがで
きる。ブロックバスターのバイオ製品の特許が失効すれば、バイオ後続品の製造によって利益を得る

後発品メーカーも出てくるだろう。ただし、バイオ後続品の開発は伝統的な製品の開発よりはるかに
複雑で、高い製品開発・製造能力を必要とするが、全ての後発品メーカーがそれを有しているわけ
ではない。 

スコアカードでの評価方法 

この要因のスコアは、製品・治療分野の分散、地理的分散、特許切れリスク、パイプラインの質という
4 つのサブ要因に基づいて決定する。 

製品・治療分野の分散 

ブランド医薬品メーカーについては、主に製品、治療分野および事業セグメント別の財務報告の売上
高あるいは推定売上高に基づき、分散を評価する。ブランド医薬品メーカーの製品・治療分野の分
散の評価は、多面的に行う。主な考慮事項を次に挙げるが、これらに限定されるものではない。 

» 総売上高に占める上位 3 製品の割合。 

» 事業を行う治療分野の数。例えば、売上高に占める上位 3 製品の割合が同程度の企業 2 社

があり、1 社はその 3 製品が全て同一の治療分野に属し、もう 1 社は 3 つの異なる治療分野に

分散している場合、後者の方が分散性が高いとみなす。 



 

8 NOVEMBER 25, 2021 
 

CORPORATES 
 

格付手法：製薬業界 

» 一般用医薬品、動物薬、医療機器などの医薬品以外の事業部門の規模と収益性。売上高に

占めるこれら医薬品以外の事業の割合が高く、とりわけその事業が分散されていれば、製品お

よび治療分野における分散は大幅に高まる。  

後発品メーカーについては、製品レベルの分散を考慮するが、前述の通り、その分散は概して高く、
ムーディーズの分析においては通常、それほど重要ではない。また、企業が開示しないことも多い。
そのため、薬の販売網の分散など、他の次元の分散性を考慮する。例えば、主に錠剤とカプセルを
販売する企業は、錠剤、カプセル、吸入剤、注射剤、軟膏、パッチ薬、等を販売する企業に比べ、
分散が低い。また、セグメント情報に基づいて、後発医薬品以外のセグメントで事業を行っているか、
それらのセグメントが全体の収益性をどの程度高めているかについても検討する。 

地理的分散 

地理的分散は通常、年次あるいは四半期報告で開示された地域別売上高に基づき、将来の見通
しを織り込んで評価する。地理的分散性の高い製薬会社は、1 つの地域市場に過度に依存していな
い。企業によって開示上の地域分類は異なるが、大半の企業が、米国、欧州、日本、新興市場とい
う地域別の売上高を開示している。ムーディーズは、売上高が最大の地域が占める割合と、新興市
場における各社の地位を考慮する。グローバルに多角化した製薬会社は、相対的に成長性の高い
新興市場で強い販売力を有する。 

また、売上高が最大の市場以外における売上高の内訳も考慮する。総売上高に対する売上高最大
の市場の割合が同程度の企業が 2 社あった場合、1 社は他にも多くの地域や市場で事業を行って

いるが、もう 1 社はそれ以外の 1 地域あるいは 1 市場に売上が集中していれば、後者の方が分散が

低いとみなす。地域内の分散も重要である。欧州が売上高の 60%を占めている企業が 2 社あったと
しても、1 社は 50%がフランスでの売上で、もう 1 社は欧州内で広く分散している可能性がある。特に、

国内総生産（GDP）の世界順位が低い 1 地域または 1 市場に売上が集中している企業は、先進国

市場に売上高が集中している企業に比べて、分散しているとはみなされない可能性がある。 

加えて、単一の医療費支払者しか存在しない市場もあれば、米国のように医療費支払者が多岐に
わたる市場もある。一つの主要市場への地理的集中度が高く、その市場に単一の医療費支払者し

か存在しない場合、医療費支払者から受ける価格圧力が大きくなるため、相対的にスコアが低くな

る。 

特許切れリスク 

ブランド医薬品メーカーについては、今後の特許切れによる売上高もしくはキャッシュフローの減少の

程度に基づいて評価する。まず、今後 3 年間で特許切れおよび特許無効の申立てによって売上高

もしくはキャッシュフローが現状（通常は直近 12 ヵ月）の何パーセント減少するかを推定する。3 年を
超える期間については、そのリスクを定性的に検討する。推定にあたっては、次に挙げる事項を考慮
する。 

» 特許失効後の売上高減少幅は、地域によって異なる。米国市場での特許切れリスクについて

は、一般的に売上高の 100%が失われると想定する。他市場については通常、当該市場で観

察される後発品の影響による売上高減少曲線に基づき、米国より低い減少率を想定するが、

想定減少率は国および地域の市場慣行によって異なる。 

» 特許失効時期がわかっているが、技術上あるいは他の理由で後発品の発売が遅れるとみられ

る場合、アナリストがケース・バイ・ケースで売上高減少率を推定する。  

» 後発品メーカーによる特許無効の訴えに直面している製品については、ケース・バイ・ケースで

後発品メーカーの訴えが認められる可能性を推定し、通常、その売上高が 10%-50%の範囲で

減少することを想定に含める。  

» 特許切れが近づくバイオ医薬品の場合、特許失効後の売上高減少は通常緩やかであるとみら

れるため、バイオ後続品の発売時期とそれが売上高に与える影響を推定し、それに基づいて通

常は売上高が 25%-50%の範囲で減少すると想定する。これは、伝統的な医薬品と比較して、

バイオ後続品は競合が少なく、価格下落の度合いも小さいため、売上高の減少ペースは緩や

かであるとのムーディーズの見方を反映している。 

後発品メーカーについては、直近 12 ヵ月の財務数値に基づく予想粗利益率を、製品ポートフォリオ
の参入障壁の高さの代理変数として用いる。粗利益率が極めて高い後発品メーカーは、製造が難し
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い製品を販売しているとみられ、競合他社が少ないと考えられる。一方、粗利益率の低い後発品メ
ーカーは、汎用品化した製品を販売しているとみられ、競争圧力や価格圧力から十分に保護されて
いない。 

ブランド医薬品メーカーか後発品メーカーかを問わず、主要製品に異常に強い価格圧力が加わる特
殊な状況も考慮する。そのような状況は、医療費支払者が高水準のリベートを求める場合や、政府
が大幅な薬価引き下げを実施した場合に生じうる。それに伴う価格下落は、特許失効後の製品と類
似した形でメーカーの業績に影響を与え、このサブ要因の評価にも影響を与えうる。 

ブランド医薬品と後発品の両方を有するメーカーについては、特許切れリスクおよび参入障壁をそれ
ぞれ考慮した後、それらを総合したスコアを付与する。 

パイプラインの質 

ブランド医薬品メーカーのパイプラインの評価では、パイプラインの分散や革新性を考慮する。パイプ
ラインの質の評価は基本的に、開発段階後期にある化合物のピーク売上高の予測に基づいて行う
が、製品リスクの高さも考慮する場合がある。パイプライン製品のピーク売上高を、足元の売上高（通
常は直近 12 ヵ月の総売上高を基準として用いる）と比較して検討する。 

パイプラインの質の評価において、ムーディーズは通常、治療分野の市場規模、アンメット・メディカ
ル・ニーズ、競争環境等を考慮する。ブランド医薬品メーカーについては、認可と上市のタイミング、
価格設定、表示規制（安全性の注意に関する表示規制の厳格さ）、関連製品の後発品が発売され
た場合の影響、他の会社が開発中の医薬品が将来市場参入した場合の影響等の不確定性も考慮

に入れる。他の市場参加者の推計値を利用できる場合、ムーディーズはそれらと自身の推計値を
比較対照する。また特定の製品のピーク売上高を、新たに入手したデータや競争環境などの他の要

因を考慮して上方あるいは下方調整することがある。開発段階初期の製品は、成功の可能性が不
透明で、開発期間も長くなるため、基本的に開発段階の後期（米国ではフェーズ III 以降）にある製

品のみを考慮する。評価に含める他の考慮事項は次の通りである。 

» 承認リスク：例えば、ムーディーズは、多数のメーカーがフェーズ III をクリアできていない製品を

通常、高リスクと考えている（アルツハイマー薬がその顕著な例）。そのため、治験成功の可能性

が低いことを反映させるために、一部製品のピーク売上高を下方調整する場合がある。  

» 製品パイプラインの分散。例えば、2 社の製品パイプラインのピーク時の推定総売上高が同水準

であっても、1 社は 1 つの製品パイプラインのみに大きく依存し、もう 1 社は異なる多数の製品パ

イプラインを有している場合、後者の方がこのサブ要因のスコアが高くなるとみられる。  

» 既存製品の後継品は大幅な増収につながらないことが多いため、その評価はケース・バイ・ケー

スで行い、売上高増加幅の推定に通常最大 75%のヘアカットを適用する。このヘアカットを適用

する理由はいくつかあり、売上高の増加分の推定が困難なこと、すでに承認適応症以外での使

用が行われている可能性、パイプラインの評価では新しい化学物質をより高く評価するムーディ

ーズの見方がそれらに含まれる。  

» ブランド医薬品以外（一般用医薬品、医療機器、診断、動物医療等）で大規模に事業展開して

いるメーカーについては、その多くで既存製品とのカニバリゼーションが生じる可能性があるため、

製品上市に際してそれらの事業セグメントにおけるピーク売上高を明確に予測することはしない。

ただし、他の事業セグメントの革新性は、このサブ要因のスコアにプラスの影響を与えうる。 

後発品メーカーはパイプラインの製品の詳細をほとんど開示しない。そのため、ムーディーズは、開
示ベースの規制当局への申立てと先願機会とみなされる申請数、特許無効の申し立てに成功する

可能性を評価する。米国におけるプレゼンスが大きいメーカーについては基本的に、医薬品簡略承
認申請・後発品申請（ANDA）申請数 2に基づいて評価を行う。米国以外の市場ではこれと異なる承
認手続きがとられる（ANDA と類似した手続きがとられる場合もある）。米国の後発品市場で大きな
プレゼンスを有していない後発品メーカーのパイプラインを評価する際には、入手可能な類似データ
ソースを利用してパイプラインにある承認申請中の独自の化合物の数を推定する。後発品メーカー

については、パイプラインにバイオ後続品の開発がどの程度含まれているかもみる。 

 
2  ANDA 申請は、米国において後発薬メーカーが後発薬を販売するため当局に提出する承認申請である。他の国・地域

での申請は一般に米国での申請分と重複するため、米国におけるプレゼンスが大きい企業については通常、ANDA 申

請数のみに注目する。 
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ブランド医薬品と後発品の両方を有するメーカーについては、それぞれのパイプラインのスコアを検
討した後、それらを総合したスコアを付与する。 

要因レバレッジとカバレッジ（ウェイト 25%） 

この要因を重視する根拠 

レバレッジとカバレッジは、企業が事業を展開するセグメントの景気変動や事業環境の変化に対応す
る能力を含む、財務の柔軟性と長期的な存続可能性を示す指標である。 

この要因は 3 つのサブ要因から構成される。 

有利子負債 / EBITDA 

支払利息・税・減価償却費・無形固定資産償却費控除前利益に対する総有利子負債の比率（有
利子負債/EBITDA）は、債務返済能力と財務レバレッジを示す指標であり、このセクターでは相対的
な財務力を示す指標として一般的に用いられる。 

CFO/有利子負債 

有利子負債に対する営業キャッシュフロー（CFO）の比率（CFO/有利子負債）は、企業の債務返済
能力を示す指標である。総有利子負債に対する運転資本増減調整後キャッシュフローを測定また

は推定する。 

調整後現金・投資/有利子負債 

調整後現金・投資/有利子負債は、財務の柔軟性と、予見不可能なイベントの影響を吸収し、戦略
的買収を行う能力を示す指標である。また、債務償還に備えた事前の資金手当てを示すこともある。

このカバレッジを高く維持していれば、業界の事業リスクの多くに対する緩衝材となり、訴訟費用など

のマイナス要因を吸収することが容易になる可能性がある。  

スコアカードでの評価方法 

この要因のスコアは、有利子負債/EBITDA、CFO/有利子負債、調整後現金・投資/有利子負債の 3
つのサブ要因により決定される。 

有利子負債 / EBITDA:  

総有利子負債を分子、EBITDA を分母として算出。 

CFO /有利子負債: 

営業キャッシュフローを分子、総有利子負債を分母として算出。 

調整後現金・投資/有利子負債: 

調整後現金・投資を分子、総有利子負債を分母として算出。調整後現金・投資は、現金と短期投

資、長期投資に、以下に説明する一定の調整を加えたものと定義される。 

調整後現金・投資を評価する上で一定の調整を加える。例えば、債券投資の変動性が高く流動性
が低いとムーディーズが判断する場合、ヘアカットを適用することがある。有利子負債に対する現金
のカバレッジには通常、株式投資を含めない。ただし、当該株式の流動性が非常に高い場合、その

変動性を考慮した上で、このサブ要因の調整後現金・投資にケース・バイ・ケースで算入することも
ある。このような株式投資には、高水準のヘアカットが適用されることが多い。  

要因: 財務方針（ウェイト 10%） 

この要因を重視する根拠 

経営陣と取締役会の財務リスクの許容度は、債務水準、信用力、財務・資本構成が悪化するリスク

に直接影響を与えるため、重要な格付決定要因である。 



 

11 NOVEMBER 25, 2021 
 

CORPORATES 
 

格付手法：製薬業界 

財務方針の評価では、企業の取締役会と経営陣の財務リスクに対する許容度と資本構成の将来の
方向性を判定する。検討事項として、企業がこの分野において表明したコミットメントとコミットメント遵
守の実績や、企業の目標達成能力に対するムーディーズの見解が挙げられる。 

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
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。流動性管理 3は全体的なリスク管理の
重要な側面であり、リスク許容度を知る手掛かりとなる。 

多くの製薬会社は、売上成長の促進、事業ラインの拡大、市場地位の強化、コストシナジーの促進、
新たな研究開発分野へのアクセスを目的として、買収を行ってきた。 

スコアカードでの評価方法 

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、リスク管理と流動性管理の実績
を含む過去の行動とコミットメント遵守を評価する。その際に、経済・業界サイクルの様々な局面にお
ける経営陣の事業実績やキャッシュフローの使途に注目する。また、信用市場や流動性の環境の
変化、訴訟、競争上の課題、規制圧力といった重要なイベントに対する経営陣の対応も重視する。 

経営陣の M&A に対する意欲についても、中核事業に関する買収か、あるいは新規事業の買収かと
いった取引の種類と資金調達方法に着目して評価する。また、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。借入による買収、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。 

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。 

 
3  流動性管理は流動性水準とは異なるものであり、「その他の考慮事項」のセクションで検討する。 
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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）に関する考慮事項が、製薬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
ズの格付手法を参照されたい 4。 

コーポレート・ガバナンスの評価において注目する分野には、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、所
有構造などがある。 

財務管理 

ムーディーズは、監査済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
統制の影響を受けうる。内部統制の実効性に関する監査人の報告書、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 

流動性は全ての製薬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。流動性が特に重要となるのは、事業環
境に強い季節性がある企業であり、その場合は必要となる運転資本を考慮しなければならず、極端

に弱い流動性が格付に大きく影響する可能性がある。ムーディーズは現金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する。ムーディーズのアプローチの詳細について

は、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 5 。 

余剰現金 

製薬業界の企業の中には、業務上必要とする額を大きく上回る水準の現金保有高（流動性の高い

短期投資および現金）を維持している企業がある。信用力を評価する上で余剰現金は重要な要素

となりうるが、ムーディーズの分析では現金保有高より、多額の現金保有の背景にある発行体の方
針や動機を重視することが多い。財務理念の相違、投資機会、コミッテッド・リボルビングファシリティ

の有無、株主からの圧力により、企業の行動は大きく異なることが観察されてきた。ほとんどの企業
は業務上の理由で一定水準の現金を保持する必要がある。事業を行う上で必要な現金の水準は、

事業地域やサブセクターにより異なる。必要となる現金の予測可能性が非常に高い発行体もあれば、
例えばヘッジ取引に必要な証拠金が時価により変動するなど、期中に必要となる現金がかなり大きく

変動する発行体もある。銀行の長期コミッテッド・ファシリティを持たない企業は、多額の現金を保持
することもある。また長期的な契約責任を履行するためにバランスシート上に現金を保有する企業も

あれば、同様の責任を有していても現金をオフバランスの信託勘定に預け入れる企業もある。発行
体が維持する現金の水準は、借入コストやマクロ経済状況などにより、時間と共に変動する。深刻な

景気後退時や金融危機時には現金の保有に重点を置く一方、高インフレ時には保有現金の削減に
努めるだろう。したがって、ムーディーズの指標の 1 つに現金保有高を把握するものがあるが、ある

時点の現金保有高が特定の指標にどのように影響するかを測定するのではなく、発行体の現金保
有高の推移や財務・流動性方針を評価することでバランスシート上の現金を定性的に考慮すること
が多い。 

すべての事業セクターにおいて、企業が株主に配慮して多額の現金を保有する（非常に長期にわた
ることもある）重要な理由として、買収資金が挙げられる。この場合、発行体の負債残高を現金で相
殺することは、分析上意味がないとムーディーズは考える。ただし、潜在的な買収、自社株買い、特
別配当に関するムーディーズのシナリオ分析において、現金は重要な緩和要因である。納税額を最

小限に抑える方針も、多額の現金を保有する主な動機になる場合がある。余剰現金の還元を求め
る株主からの圧力があるため、余剰現金を保有するこれらの理由がなくなれば、一般に余剰現金の
大半は配当と自社株買いに充てられるとムーディーズはみている。 

一方、保守的な財務方針によって、業務上必要な額や資金需要を上回る多額の現金を長期にわ
たり保有する企業もある。このような現金保有は、債権者のメリットとなる持続的なアプローチを強く示
すものである。例えば、債務の償還期限が到来する前に、定期的に返済資金を確保する方針を有

 
4  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。 
5  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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する企業もある。そのような企業の中には、純有利子負債指標に基づく財務目標を明示し、財務プ
ロファイルを目標内で維持してきた実績を示す企業もある。 

本格付手法のスコアカードの 2 つのレバレッジ比率（有利子負債/EBITDA、営業キャッシュフロー/有
利子負債）には、純有利子負債ではなく、総有利子負債を用いるが、有利子負債に対する現金の
比率や、財務方針と流動性方針の評価を含む格付分析においては、余剰現金を考慮する。バラン
スシート上に保持される現金の程度や、債権者を優遇する目的で使用される現金の程度が明らか
な場合、余剰現金をより定量的に評価する場合がある。ムーディーズは格付において信用力評価を
する上で余剰現金を考慮し、スコアカードにも「調整後現金・投資/有利子負債」がサブ要因として含
まれているが、通常バランスシート上の負債に具体的な金額の調整を加えることはない。これは、将
来の不確実な現金使途に対して、ムーディーズが適切と考える正確性を上回る調整となりうるため
である。ただし、負債と比較して現金が著しく多い場合、現金の全額あるいは一部を差し引いた純有
利子負債に関して信用分析やプレスリリースで言及し、信用評価上ポジティブな要因の定性的評価
に追加の見解を示すこともある。特に発行体が純有利子負債の指標に基づいた財務目標を公表し
ている場合は、純有利子負債比率に基づく格付基準を示すこともある。バランスシートの現金保有
高が信用力の支えとしての意味を持たないと判断した場合は、信用分析、プレスリリース、格付基準
において総有利子負債比率に言及する可能性が高い。 

余剰現金の最終的な使途が債務保有者のメリットにならなくても、多額の現金保有は信用力の悪化
に対して一定のクッションとなる。また、ムーディーズの短期的な流動性の源泉と使途の分析におい
て、現金保有高を考慮することが多い。高格付企業と低格付企業では信用力の安定性が異なり、

低格付の発行体がデフォルトに至る可能性は通常、高格付けの企業より高いため、このようなダウン

サイド・プロテクションは、高格付の企業より低格付の企業にとって重要となることが多い。 

追加指標 

スコアカードには製薬会社に格付を付与するにあたり、通常、最も重要とされる指標が含まれる。た
だし、特定の企業の分析に、その他の指標を用いることもある。これらの追加指標は、スコアカードや

その他の格付要因に含まれる指標の予測に重視される場合もある。 

例えば、フリーキャッシュフローは必ずしも信用プロファイルを左右する重要な要因ではない。有利な

投資機会に恵まれた優れた企業は、これらの投資が将来の安定したキャッシュフロー源となるため、

資本市場および信用市場への強固なアクセスを維持しつつ、複数年にわたりフリーキャッシュフロー

が赤字となる場合もある。信用市場へのアクセスが限られた脆弱な企業は、資産や将来キャッシュ

フローの成長を維持するために必要な投資を抑制することで、一定期間はフリーキャッシュフローが

黒字となる場合もある。しかし、フリーキャッシュフローが今後の流動性に影響する重要な要素となり、

前述の通り、格付に大きな影響を及ぼすこともある。 

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が示唆する格付より低くなる可能性があることを認識している。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もある。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、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。 

規制に関する考慮事項 

製薬会社を対象とする規制監督の水準は様々である。これらの規制は、業務の制約、コストの増加、
テクノロジーディスラプションや需要代替が生じる可能性の高まりといった影響を伴う可能性がある。
規制とその実施・施行方法における地域間の相違は、特定の発行体にとって有利にも不利にもなり

うる。 

将来の規制に関するムーディーズの見解は、財務指標の予想や、発行体が債務負担を十分にカバ

ーするキャッシュフローを中長期的に創出する能力に対するムーディーズの信頼水準を決定する上
で重要な役割を果たす。規制に関する考慮事項は、製薬会社の地理的分散やパイプラインの質の
評価にも織り込まれる。規制が急速に変更されるなど、状況によっては、規制に関する考慮事項が

スコアカードには含まれない格付要因として検討されることもある。 
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親会社のサポート 

高格付の所有者が製薬会社を保有し、所有者にとってその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がある。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、有利な供給契約のための資金など）に対しサポートを提供するた
めの親会社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、発行体の財務柔軟性を低下さ
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 6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。このサポートシステムは、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に、グループ会社や取引銀行との関係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。 

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 7、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 8 は通常、年次あるいは 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 9 。

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。 

 
6   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。 
7  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。  
8  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。 
9  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 

 
定量的要因は線形連続体上でスコア付けされる。スコアカードには文字格付カテゴリーに対応する指
標のレンジが示されている。下に示す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、売上高
/支払利息倍率が 50x から 100x であれば Baa レンジに相当するとした場合、同倍率が 99x の発行体
はレンジ内での位置付けが相対的に高いため 7.5 に近い数値スコアが付与され、51x の発行体はレン
ジ内での位置付けが相対的に低いため 10.5 に近い数値スコアが付与される。本文あるいは図表脚
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。 

図表 4 

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 

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）のウェイ

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 5 

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 19.5 < x ≤ 20.5x 

C x > 20.5 
出所： Moody’s Investors Service 
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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 10。 

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 11。 

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 12。 

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 13。 

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製薬業界の企業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、それらの企業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ェイトは、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

 
10  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。 
11  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。  
12  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。 
13  「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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の格付にとって重要となることがある 14。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。 

格付手法の一般的な限界 

本格付手法は、製薬業界の企業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。このセクターの企業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。 

 
14  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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ムーディーズの関連出版物 

信用格付は主にセクター別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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ディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。ムーディーズは、各投資家が、相当の注意をもっ

て、購入、保有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用格付を付与し、評価を行い、その他の意見を述べ、自社の刊行物を発

行します。 

ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が投資判断を行う際にムーディーズの信用格付、評価、その他の意見又

は刊行物を利用することは、慎重を欠く不適切な行為です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談することを推奨します。 

ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手段によっても、全部か一部かを問わずこれらの情報を、ムーディ

ーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管すること

はできません。 

ムーディーズの信用格付、評価、その他の意見及び刊行物は、規制目的で定義される指標（ベンチマーク）としてのいかなる者による使用も意図しておらず、これらが指標（ベンチマーク）と

見なされる結果を生じるおそれのあるいかなる方法によっても使用してはならないものとします。 

ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムー

ディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことなく「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源が

ムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムー

ディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で又は自社の刊行物の作成に際して受領した情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。 

法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載する情報又は当該

情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別の、派生的又は付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその取締役、役職員、代理人、

代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、又は(b)関連する金融商品が、ムーディーズが付与する特定の信用格

付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合においても、責任を負いません。 

法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可

能であることに起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役職員、代理人、代表者、ラ

イセンサー若しくはサプライヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言すると法により排除し得ない、その他の種類の責

任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。 

ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、信用格付、評価、その他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性又は特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的

を問わず）いかなる保証も行っていません。 

Moody's Corporation（以下「MCO」といいます。）が全額出資する信用格付会社である Moody's Investors Service, Inc.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、Moody's Investors Service, Inc.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、1,000 ドルから約 500 万ドルの手数料を

Moody's Investors Service, Inc.に支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO 及び Moody's Investors Service は、Moody's Investors Service の信用格付及び信用格付過程の独

立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び、Moody's Investors Service から信用格付を付与され、かつ MCO の株式の 5%以上を保有

していることを SEC に公式に報告している会社間に存在し得る特定の利害関係に関する情報は、ムーディーズのウェブサイト www.moodys.com 上に"Investor Relations-Corporate Governance-
Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。 

オーストラリア専用の追加条項：この文書のオーストラリアでの発行は、ムーディーズの関連会社である Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657（オーストラリア金融サービス

認可番号 336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号 383569）（該当する者）のオーストラリア金融サービス認可に基づき

行われます。この文書は 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にア

クセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿が「ホールセール顧客」であること又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代

表する法人が、直接又は間接的に、この文書又はその内容を 2001 年会社法第 761G 条の定める意味の範囲内における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになります。ムーデ

ィーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又は個人投資家が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではありませ

ん。 

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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