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本 ク ロス セ クター 格 付手 法は、 2003 年 12 月 発 行の ” Rating Non-Guaranteed
Subsidiaries:Credit Considerations in Assigning Subsidiary Ratings in the Absence of
Legally Binding Parent Support”（日本語版「非保証子会社の格付：親会社からの法
的拘束力のある信用補完がない子会社の格付上の考慮事項」）を置き換えるもので
ある。原則は変わらず維持するが、ある時点での実際の例で示していたものを架空の
具体例に置き換えた。読みやすさを向上させるための編集も加えた。

はじめに
本クロス・セクター格付手法では、保証、信用状、または完全かつ適時的な支援を提
供する法的拘束力のある同様のメカニズムがない場合に、親会社や子会社または関
係会社による財務支援が格付に与える影響を評価する上での一般原則を説明する。
サポート提供の流れは、親会社から子会社へ、子会社から親会社へ、またはグルー
プ 1の関係会社間でという形になるだろう。ムーディーズは通常、保証がない場合の関
係者のサポートによる信用力への影響を評価するにあたり、サポート提供者および単
独ベース 2でのサポート対象者の信用プロファイルの評価を起点とする。次に、財務危
機または経営難に際して関係会社にサポート提供者から財務的な支援が提供される
可能性を評価する。
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民間部門の場合、連結決算を行う企業群がグループとなるが、会計上の連結グループ外の企業に向
けてサポートが提供されることもある。同様に、公的部門については、政府が相当の持分を保有する
発行体に向けたサポートの流れとなるが、政府が強い政策的意向を持つ発行体に向けてサポートが
提供される場合もある。

2

本格付手法の文脈においては、単独での信用プロファイルとは、親会社によるサポートの想定が加味
されていない場合に、子会社ないし関係会社に付与され得る格付と考えることができる。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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関係会社単独での信用プロファイルに対する影響は、ゼロから複数ノッチのアップリフトに至るまでの
範囲で評価され、サポート提供者である発行体の信用力に近づくまたは完全に一致する水準まで格
付が押し上げられる場合がある。また、サポート提供者である発行体の財務プロファイルや流動性、
資本・信用市場へのアクセスに悪影響が及ぶ形での、財務危機または経営難に直面する関係会社
への支援提供の可能性がある場合は、サポートを考慮することがサポート提供者の信用力への下方
圧力につながることもある。サポート提供者である会社が格付対象である一方、相対的に弱い関係
会社が格付対象でない場合、このアプローチによる格付への影響として唯一考えられるのは、サポ
ート提供者の格付への下押し圧力である。
サポートの可能性とそれに関連するサポート対象者の信用力への影響については、主にサポート提
供者の財務支援を行う意思と能力に基づいて評価する。また、関係会社からの支援要請をサポート
提供者が拒否する能力についても考慮する。
相当のサポート提供の可能性が予想される場合、このサポートを提供する会社および対象となる関
係会社の信用プロファイルへの影響を分析する。多くの場合、ムーディーズのアプローチではサポー
ト対象の関係会社の単独での信用評価が含まれる。こうした単独での評価は、該当するセクターの
格付手法 3に基づく。ムーディーズのアプローチでは通常、以下のような考慮事項を検討する。
»

信用上の押し上げ要因または下押し要因になり得る企業体。

»

サポートの受け入れまたは提供の前の当該企業の単独での信用力。

»

サポートの可能性（サポート提供の意思と可能性を含む）。

サポートの可能性が考えられる場合、サポート提供者の格付に幾分かの下方圧力が生じることがあ
る。その下方圧力の程度は、会社の相対的な規模や信用プロファイル、サポートが必要となる蓋然
性による。
本稿の構成は次の通り。（i）本格付手法の対象、（ii）保証がない場合の関係会社のサポートの格付
上の影響を評価するための一般原則、（iii）サポートによる格付への上方調整が得られない関係会
社の一般的な特徴、（iv）サポートに基づいて一定限度の格付への上方調整が得られる関係会社の
一般的な特徴、（v）サポートに基づいて格付への高い上方調整が得られる関係会社の一般的な特
徴、（vi）サポート提供の可能性によるサポート提供者の信用プロファイルへの影響、（viii）サポート提
供者からのサポートのみに基づく関係会社の格付。付録 A では、保証がない場合の関係会社からの
サポートを評価する具体例を示す。

本格付手法の対象
本格付手法の適用対象は、非金融の一般事業会社、インフラ企業、金融機関、民間の非営利組
織 4、米国外の政府系発行体でない公共事業体といった発行体である。
本格付手法では、信用代替に関するムーディーズの基準に満たないとされるあらゆる形態のサポー
トを、保証がない場合の関係会社からのサポートと定義する 5。信用代替に関するムーディーズの基
準は、信用代替に基づいて格付を付与するアプローチについて説明するムーディーズのクロス・セク
ター格付手法に記されている。保証がない場合の関係会社からのサポートには様々な形態があり、
書面による契約（キープウェル・アグリーメント、コンフォートレターなど、信用代替としてのムーディー
ズの基準を完全には満たさないものなど）、サポートに関する口頭での約束、見做しサポートなども含
まれるだろう。強固な親会社が、相対的に弱い関係会社について平時に基づく単体ベースで評価す
べきと主張する場合であっても、そして、サポートはストレスシナリオにおいてのみ顕在化すると考えら
れるものの、強固な親会社の存在が関係会社の信用プロファイルの幾分かの押し上げにつながると
ムーディーズは考える。
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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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。

4

これらの例には、欧州の非営利の住宅供給公社や病院、教育機関も含まれる。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。

5

なお捕捉すると、本格付手法において保証と言及する場合は、ムーディーズが定める信用代替の基準を満たすあらゆ
る契約を意味する。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。
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関係会社のサポートをどのように格付に反映させるかについては、個々のセクター別格付手法で示さ
れるより具体的なガイダンスが、本クロス・セクター格付手法よりも優先される 6。本格付手法は、スト
ラクチャードファイナンスまたは米国パブリックファイナンスの発行体には適用されない。

保証がない場合の関係会社のサポートの格付上の影響を評価するための一般
原則
強固な親会社が存在するが保証のない企業グループの場合、親会社から子会社へのサポート提供
は確実ではない 7。親会社が子会社を支援しないと決定する事例は多くみられ、また、親会社が必
ずしも全ての債権者をデフォルトから保護することなく、子会社の長期的な存続のために行動した例
もみられる。子会社を守ることが、必ずしも子会社の債権者の完全な保護を意味するとは限らない。
こうした事例は、コンフォートレターや口頭での表明など法的拘束力のないサポートの弱さを裏付ける
もので、また、子会社が「戦略的に重要」であっても、親会社によるサポートの継続を正当化するだけ
の十分な追加投資のリターンが見込めないために、サポートが提供されない場合があることも示して
いる。こうした場合、一般的には親会社が必要に応じて弱い子会社に保証を提供するかどうかを決
定することができる。何らかの実務上の制約があるために保証が提供できないケースもあるかもしれ
ないが、保証がなく、なおかつ子会社の財務プロファイルを弱いままにとどめておくという判断に至っ
ているという組み合わせは、リスクを債権者に委ね、戦略上重要でなくなった子会社のデフォルトを
容認する選択肢を残そうとするグループの判断を反映するものである。
一般的には、適時的に十分な支援を提供することがサポート提供者にとって最良の経済的利益につ
ながる場合にのみ、サポートの提供が想定される。必要な投資で得られる価値が限定的、あるいは
不確実ないしゼロと判断される場合、または子会社の破綻を容認してもグループ全体へのリスク波
及がゼロないし限定的と判断される場合には、親会社が支援を行わないことがある。こうしたケース
では、子会社の格付への上方調整は軽微またはゼロで、親会社の格付への下方調整も軽微または
ゼロである。ただし、サポート提供の何らかの強いインセンティブがある場合、子会社の単独の信用プ
ロファイルを上方調整することが妥当と評価することがある。調整のレベルは 1 ノッチから親会社の格
付と同水準になるまでの範囲となるだろう。
単独の格付プロファイルと比べた場合の親会社または子会社の格付へのサポートの影響は、子会社
の財務危機や経営難に際して親会社が相当のサポートを行う（デフォルトを回避する上で適時的か
つ十分な支援を行うなど）可能性に対する評価に基づく。この評価においては、ムーディーズは主に
サポート提供の意思と能力の 2 つの要因を検討する。これら要因を検討するにあたっては、それぞ
れの会社の個々の特性と現行および今後見込まれる会社間の関連性に基づく。
本セクションではこの後、これらの要因、一定の状況下での相当のサポート提供の可能性に影響しう
るその他の要因、子会社による親会社へのサポートに関連する格付への下方調整と特定の考慮事
項を説明する。

親会社がサポートを提供する意思
親会社による子会社へのサポート提供の意思を評価するにあたっては通常、特に財務危機や経営
難など関係会社が支援を必要とすると考えられる状況下における、親会社にとっての子会社の現行
および将来的な経済的価値と戦略的重要性の有無を検討する。また、子会社のデフォルトによる親
会社への影響も考慮する。サポートを行う意思のインセンティブとなるのは、事業中断やレピュテーシ
ョンの毀損を回避することで得られる子会社の経済的価値および財務上の利益と、子会社救済のた
めに親会社が提供する必要のある資金を比較することであろう。
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6

例えば、銀行その他の特定の分類の金融機関のセクター格付手法では、当該セクターにおける関係者のサポートの反
映の方法を詳細に示している。政府系発行体（GRI）の格付手法では、GRI とその信用を補完する中央政府、地域・地方
政府の信用力の関連性に対するムーディーズの見解を説明している。なお、GRI の子会社で GRI と分類されない発行
体へのサポートを検討する場合には、本格付手法が適用されるだろう。

7

本セクション以降、分かりやすさのため、サポート提供者を親会社、サポート対象者を子会社と称する。なお、サポート
提供者が実際に親会社、子会社あるいは関係会社であるかにかかわらず、サポート提供者への信用上の下方圧力と
サポート対象者への信用上の上方圧力の概念は極めて近いものである。ただし、本セクションで説明の通り、一般的に
親会社は子会社の経営や行動に影響する力がより大きい。

クロス・セクター格付手法：保証がない場合の関係会社からのサポートに関する評価

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS

ムーディーズが親会社のサポートの意思を評価する際には、出資比率、子会社の財務実績、事業
の一体性、戦略上の位置付け、市場心理、金融当局など規制機関の役割、サポートのインセンティ
ブまたは障壁となるその他の要因などを考慮する。こうした点は、親会社自身の経済的利益を念頭
に置き評価を行う。
子会社が苦境に陥るシナリオ、すなわちその経済的価値が著しく損なわれるまたはマイナスになるよ
うなシナリオを考慮し、サポートの可能性を評価する。子会社が親会社の信用状況の重しになってい
るとみられるようなケースでは、その子会社が経営難に陥って支援を提供しない場合に生じる親会
社へのレピュテーションの毀損が軽減される場合がある。これまでの経験を踏まえると、子会社に投
じたサンクコスト（当初の出資およびその後の継続的な資金供給）は、将来的なサポートを示す確実
な手がかりとはならない。サポートの評価では通常、現在の状況とは大きく異なる財務危機や経営難
の際に、サポート提供によって親会社が得られると期待する価値を推測するという、相当な不確実
性が伴う。したがって通常は、サポート提供の動機が確固たるもので極めて明確な場合にのみ、相
当のサポートが提供されるとみなす。
金融機関の場合、信頼感による影響が経済的自己利益を左右し、サポートへの意思に作用するこ
とが多い。親会社と子会社の関連が強いほど（顧客を共有している、名称が共通する、事業上のつ
ながりが緊密であるなど）、信頼感の悪化や重大な悪影響に直面することなく親会社が子会社の救
済を放棄するのは難しくなる。こうした状況のため、金融機関である親会社には、弱い子会社であっ
てもサポートを行う強いインセンティブが生まれることがある。また、金融機関は概して厳しい規制の
対象であるため、親会社が結果として規制による悪影響を回避するために子会社への支援を選択
することもある。こうした追加的な要因により、金融機関は多くの場合、非金融の一般事業会社に比
べて、弱い関係会社や子会社へのサポートに対する意思が強く、サポートを行う可能性がより高いだ
ろう。したがって、格付へのアップリフトは金融機関の方が総じて大きくなるだろう。

親会社がサポートを提供する能力
親会社が子会社にサポートを行う能力を評価するにあたっては、親会社自体の信用力（単独の信用
力とサポート対象の子会社を除くグループのリソースを使用する能力）、親会社と子会社の財務状況
の関連性、投資の相対的な規模とタイミングを考慮する。例えば、子会社が親会社の事業活動の大
部分を占めている場合は子会社にサポートを行おうとする親会社の動機は強いと考えられるが、子
会社が支援を必要とするような状況下においては、親会社が支援を行う能力がない可能性がある。

相当のサポートの可能性に影響しうるその他の要因
その他のインセンティブと障害
ムーディーズはさらに、サポート提供に向けたその他のインセンティブと障壁も考慮する。一部セクタ
ーの発行体においては、規制当局がサポート提供を促す場合がある。経営難の子会社にサポートを
行えばグループ全体への待遇を引き上げるなど、サポートを行うことによって得られる経済的価値に
規制当局が寄与する形である。一方で、親会社が経済的価値を得られる場合でも、規制、法律、そ
の他の障壁によって、サポート提供が妨げられる場合がある。親会社が複数存在する場合、そのうち
1 社でもサポートを行う能力や意欲に欠けることで、その他の親会社によるサポート提供が遅れたり阻
害されたりする可能性がある。
クロス・デフォルト条項
親会社または極めて重要な子会社の債券の信託証書やローン契約書などにあるクロス・デフォルト
条項やクロス・アクセラレーション条項が、子会社へのサポートの判断材料となる場合がある。ただ実
際には、子会社の経営難が親会社に波及するリスクがほとんどない場合には、特に銀行ローンなど、
債権者がこれらの条項を放棄することが多い。子会社の格付を押し上げるほど十分には支援実行の
確実性を備えていないサポート提供者にとってこうした条項は、信用上ややネガティブということにな
るだろう。こうした条項が放棄されず発動される可能性が高いとムーディーズが評価する場合は、クロ
ス・デフォルトのグループに財務上脆弱な子会社が含まれることが、グループ内の他の企業の格付
への下方圧力につながることがある。
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サポート契約の条件と条項
通常はサポート提供の有無を評価する際の主要な考慮事項ではないが、保証ではないサポート契
約の条件も考慮する。親会社がサポート契約の条件を果たさない場合に、親会社のレピュテーション
リスクが増大する可能性があるためである。サポート契約があれば、必ずではないものの多くのシナリ
オにおいて、親会社が子会社をデフォルトの危機から救済する可能性が高まる。こうした契約の条件
やサポートの程度は様々である。例えば、メンテナンス・アグリーメントの多くでは、サポート提供者は、
子会社に（債権者に向けてではない）特定のサポートを提供する契約となっている。一般的にサポー
トの条件は、金額や期間、適用可能な状況などが限定されており、また、支援のタイミングについて
はあまり具体的に示されておらず、発行体である子会社が債務を履行できない場合に即座に債務の
全額を親会社が支払うことは求められていない。効力の強いメンテナンス・アグリーメントでは、定量
的基準を定めることが多く、そうしたものには最低純資産維持契約、経営指導念書、返済準備金の
積立条項などがある。子会社のすべての債務ではなく一部に保証がある場合も、保証のない債権者
の利益になる形で親会社が子会社にサポートを行う可能性が高まる。効力の弱い契約は一般的に
サポートの定量的基準を盛り込まないもので、キープウェル・アグリーメント、コンフォートレター、道義
的責任などがある。最も弱いサポートは、財務支援を提供する意思や子会社の戦略上の重要性に
関する口頭での表明である。

格付を有するサポート提供者に及ぶ信用への下方圧力
信用への下方圧力は、脆弱な発行体へのサポート提供の可能性によって結果として生じるものであ
る。脆弱な子会社の経営難に際して格付対象の親会社が救済を行う可能性があると考えられる場
合、介入のコストと親会社の信用プロファイルへの悪影響を検討する。予想されるコストが大きければ、
サポート提供者の格付は、単独の信用評価が本来示す水準よりも低くなる可能性がある。こうした評
価は概して、定量的ではなく定性的なものとなるだろう。将来的な支援の必要やその必要が生じる際
のサポート提供者の状況など不確かなことを巡る様々な将来のシナリオが含まれるためである。
これについては次のセクションの、「サポート提供の可能性によるサポート提供者の信用プロファイル
への影響」を参照されたい。

子会社による親会社へのサポートに関する特定の考慮事項
より強固なのが子会社の方で、それが相当のサポートを提供すると考えられる場合も、本稿でこれま
で説明したように、その意思と能力およびその他の要因を考慮することがサポート提供の可能性の分
析につながる。ただ、一般的には親会社が子会社の行動を指揮する強い力を有ししているため、通
常は、子会社が親会社にサポートを提供することの妨げとなる契約上または規制上の障害などの外
部要因を中心に評価することとなる。信用への下方圧力を評価する際には、親会社からのサポート
提供要請を確実に拒否できる度合いについても考慮する。
支配親会社が子会社の経営陣を交代させたり財務方針を決定したりする権限を持っている場合、
子会社が親会社からの要請を確実に拒否する能力は概して限定的である。子会社が外部の株主を
有し、破産手続き開始などの重大な企業の決定に対する拒否権を持つような独立した取締役がい
る場合、子会社が親会社の要請を拒否する能力は一般的に高まる。資金調達の契約書にあるコベ
ナンツによって、子会社による親会社へのサポートが制限されることもあるが、大抵の場合は、経営
側が借り換えを行う能力、またはサポート提供の妨げを排除する何らかの力を持っていることが多い。
この後のセクションでは、サポートの意思の度合いを分析して格付への上方または下方への調整を
検討する上で参照となる、サポート提供者および対象者の一般的な特徴について詳しく説明する。

5

AUGUST 19, 2021

クロス・セクター格付手法：保証がない場合の関係会社からのサポートに関する評価

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS

サポートによる格付への上方調整が得られない関係会社の一般的な特徴
ここまで説明した、子会社 8の格付に上方調整を行うかどうかを決定する上での一般原則は、危機
下で親会社がサポートを提供しなかった多くの事例と、そうした事例において観察された共通の特徴
を踏まえて導いたものである。
次に示す特徴が 1 つでも当てはまる場合、サポートの可能性が低いまたは信頼性が低いと判断し、
子会社の単独の信用評価に上方調整を適用しない。
»

株式保有比率の低さは通常、事業、財務、そしてレピュテーションにおける関連性が低いことを
意味する。サポートを提供する能力と意思を持つ強力な株主であっても、他の株主が同様のサ
ポートを行わない限りは迅速な行動に意欲的にならない可能性がある。一方で、完全子会社や
ほぼ完全子会社に近い状況であっても、親会社との重要な関連性がない場合や、親会社が支
援を行わないと決めた場合のレピュテーションリスクが生じない場合もある。

»

事業や財務の関連性の低さもまた、概してサポート提供のインセンティブの弱さにつながる。子
会社の破綻が親会社ないしグループの経済的または財務面の重大なダメージとなる可能性が
低いと考えられるためである。事業上のつながりは通常、共通の経営上の便益から形成されるも
ので、例としては、生産能力、供給または販売における関係、研究・開発のシナジーなどを、親
会社またはグループ内のその他の経済的に重要な関係会社と共有することなどが挙げられる。
非連続的な市場で事業を展開する企業は、総じて事業上の関連性がより限定的となる。例え
ば、親会社が主に金融的リターンを期待して海外企業に投資している場合や、子会社が独自の
サプライチェーンや生産・流通網を持っている場合、子会社の安定に必要な投資およびその子
会社が相応のリターン（配当金の支払いなどによって）を生むようになるために将来的に必要に
なる投資があまりにも高いと考えられたり、そうしたリターンを得る見込みが不確実であったりすれ
ば、親会社は子会社のデフォルトを容認する可能性がある。

»

レピュテーションダメージもまた、サポートを提供することによって親会社が得る（あるいは失う）経
済的価値を評価する上で考慮する一要素である。顧客やサプライヤー、信用・資本市場、資金
提供者の一部からの信頼が低下することで生じる経営上の損失が、こうしたレピュテーションダメ
ージに含まれるだろう。一般的に、レピュテーションリスクが認識される場合には親会社の事業活
動にとっての関係会社の重要性は高くなり、自らの良い評判や高い信用が成功において重要な
役割を果たしている企業は通常、評判を維持することに高い価値を見出す。一方で、悪い評判
がレピュテーションダメージにあまりつながらないであろう企業や、信用がさほど高くないために関
係会社の破綻によってそれが大幅に悪化する可能性が低い企業もある。既述のように、保有比
率、事業や財務の関連性は、レピュテーションリスク認識につながると考えられるが、こうした要
因がなくとも、企業名やブランド名を共有したり経営陣が共通していたりすることで、サポート提供
者にとってのリスクとリターンのトレードオフが変わる可能性がある。サポートを提供しないことに伴
うレピュテーションリスクが極めて限定的な場合（レピュテーションダメージによる経済的損失が
本質的に重大でない場合など）、通常、サポートを考慮することに基づく格付への上方調整はな
い。

一部の状況では、法律や規制、あるいは政府の政策により、本来ならば企業が前向きに提供するは
ずまたは政府が格付対象企業に提供するはずのサポートが、妨げられたり、限定されたり、遅れたり
する場合がある。例えば、一部の規制により、電力・ガスなどの公益企業が親会社に資金を提供す
ることができない場合がある。また、規制により、資本を十分に備えた保険会社であっても、親会社
ないし関係会社への配当金支払を行うことができない場合がある。サポート提供者となる側の設立
書類（定款など）や資金調達の契約などに障害となる要素が存在することもある。
親会社のインセンティブは時間の経過と共に変化する可能性があるため、サポートの考慮は慎重に
行い、状況の変化に合わせてサポートに対して再評価を行う必要がある。たとえば、グループの経営、
戦略、企業構造などは変化する。保証があれば債権者はそうした変化から守られるが、保証のない
債権者はこうした変化に全面的に直面することとなる。サポート提供の決定が親会社を大幅に弱体
8
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既述の通り、本セクション以降、分かりやすさのため、サポート提供者を親会社、サポート対象者を子会社と称すること
がある。なお、サポート提供者が実際に親会社、子会社あるいは関係会社であるかにかかわらず、サポート提供者へ
の信用上の下方圧力とサポート対象者への信用上の上方圧力の概念は極めて近いものである。ただし、従前のセクシ
ョンで説明した通り、一般的に親会社は子会社の経営や行動に影響する力がより大きい。
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化させる場合、経営陣はサポートを小規模にとどめつつ子会社の破綻が親会社やその他のグループ
企業に波及するのを抑えようとする可能性が高まる。
親会社が、これまでは戦略的位置づけだとしてサポートを行うとしていた子会社に対して、今後はサ
ポートを提供しないと決める理由は様々だが、例としては次のようなものが挙げられる。
»

高成長の見込みや規制緩和への期待を背景に多くの新規参入が促されるなど、当該業界が急
速に変化し、供給過多や競争激化のリスクが生まれている、または業界規制が、見込まれる利
益の大幅な減少につながるような方向に変化しつつある。

»

営業キャッシュフローの赤字、債務返済、または将来的にフリーキャッシュフローを黒字化する
ために必要な運転資本の増加や設備投資の拡大などの資金を賄うために、子会社が親会社の
相当額の資金を消費している。

»

子会社の将来的なキャッシュフローの必要が急速に拡大している、またはその予測が難しい。

»

子会社の主要事業が実行不可能になりつつあり、子会社が親会社の信用プロファイルに悪影響
を及ぼしている、またはサポートを中止することが親会社の信用プロファイルや信用・資本市場
へのアクセスの改善につながると考えられる。

»

子会社はグループの戦略の中核であった際に負債調達を行ったが、戦略が頓挫したり新たな
経営陣によって変更されたりしたため、子会社が中核的な位置付けではなくなった。

サポートに基づいて一定限度の格付への上方調整が得られる関係会社の一般
的な特徴
上述の一般原則を用いた上で一定の特徴や状況を考慮したサポートの可能性が極めて高いと考え
る場合がある（親会社が子会社にサポートを行わない可能性よりも行う可能性の方が本質的に高
い）。これは通常、子会社がサポートを必要とするシナリオにおいて求められる一定限度の投資に対
して納得できるだけのリターンがあるためである。このような場合は通常、子会社の単独の信用プロフ
ァイル、親会社の格付または信用プロファイル（想定されるサポートに基づく信用への下方調整が織
り込まれている可能性がある）を考慮する。
サポート提供の意思と能力が、子会社のデフォルトの可能性やデフォルトの際の債権者の損失を軽
減することを意味する場合、サポートは子会社の格付へのアップリフトにつながり、通常、子会社の単
独の信用プロファイルから 1～2 ノッチまでの上方調整となるだろう。
1 ノッチの上方調整は、相当数のストレスシナリオにおいて親会社からのサポートが予想されることに
基づく。危機につながるような想定外のどのような事象であっても、あらゆるストレスシナリオにおいて
サポートの提供が予想される場合は、2 ノッチの上方調整を行うことがある。親会社があえて保証を
提供しないことを選択していることから、通常、2 ノッチを超える上方調整につながるほどにサポート提
供の確実性が十分あるとの見解に至ることは想定しない。

サポートに基づいて格付への高い上方調整が得られる関係会社の一般的な特
徴
稀に、子会社の格付が親会社の格付に近いまたは同等となるまで、高い上方調整を行うこともある。
これは、親会社がサポートを行うインセンティブが非常に強いと考えられ、子会社の財務の健全性の
維持が親会社の信用力やグループの事業戦略にとって不可欠だと考えられる場合に限られるもの
である。
こうした子会社の一般的な特徴は次のようなものである。（i）完全子会社である、（ii）親会社ないしグ
ループの名称を冠している、（iii）グループとの統合が緊密且つ永続的で、分離が極めて難しい、（iv）
サポートを行わない場合に親会社のブランド、レピュテーション、資本・信用市場へのアクセスに重大
なリスクが生じる可能性がある、（v）資金支援や前払金など、親会社が過去にサポート提供の想定
を裏付けるような相応の行動を取った実績がある。
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サポート提供のインセンティブが極めて高い場合であっても、概して、提供者の信用プロファイルと対
象者の格付には格差がある場合が多い。ムーディーズは通常、親会社が信用代替になるような保
証を提供している場合にのみ、子会社に親会社と同等の格付を付与する 9。ただし、親会社が子会
社の金融債務の返済を自らの金融債務の返済と同等に優先していると考えられる場合には、必要
に際して親会社がサポートを提供することが 100％の確率で期待できると基本的に考えられることか
ら、ムーディーズは子会社と親会社の格付を同水準とすることがある。
ムーディーズは通常、非金融の一般事業法人よりも金融機関の方が極めて強いサポートを得る可
能性が高いと考える。一部の分類の金融機関の信用プロファイルは、投資家心理の影響を強く受け
やすい。経営難の子会社にサポートを行わない場合にグループが受けるダメージは、一般事業会社
で予想されるのに比べてかなり大きいと考えられ、親会社やグループの信用力を守るために財務面
の支援を行うインセンティブは強くなるだろう。金融機関とその子会社の関係が密接であるほど（連結
ベースの財務管理、資金調達源やデリバティブ取引のカウンターパーティーを共有、顧客を共有、
名称を共有、その他重大な事業上のつながりなど）、サポートを行うインセンティブは強まる。また、
特に他の金融機関や金融システム全体への波及を巡る懸念がある場合など、金融規制が破綻回
避に向けた支援を促すことが多い。このような場合には、親会社は規制上の悪影響を避けるために
子会社にサポートを行うことを選択するだろう。
一部のケースでは、政府系機関（GRI）の子会社で、その子会社自体は GRI でない場合に、サポート
が提供される可能性が高いあるいは極めて高いと考えることがある。先に説明した一般原則に従い、
GRI 側においてサポートを行うことによって高い自己利益が伴うかを中心に検討する（子会社の財務
面の健全性を維持することが財務上ないし方針上の目標となるほどに、子会社の事業が重要である
など）。また、最終的な親会社となる政府にとっての子会社の重要性も考慮する。GRI はその信用プ
ロファイルの下支えにおいて政府に強く依拠していると考えられるためである。GRI のサポート提供者
の目標において子会社の事業が十分に重要である場合、ムーディーズは通常、高いレベルのサポ
ートが期待できると考え、その格付をサポート提供者または最終的な親会社となる政府の格付に近
づくまで上方調整することがある。ただし、子会社への暗黙のサポートが、親会社への暗黙のサポー
トよりも強力になるとは考えない。
スクーク（イスラム債）については、その構造と重要な条件を検討する。一般的に、スクークは、債務
者のクレジットを完全にパススルー型にする構造になっており、特別目的事業体（SPV）から発行され
るスクークは債務者のシニア無担保債務格付と一致する。

サポート提供の可能性によるサポート提供者の信用プロファイルへの影響
サポートによってグループ各社の信用プロファイルが密接になっていることで外部からのグループ企
業への与信が容易になり、信用分析が単純化される場合がある。例えば、グループ会社間で相互に
拘束力のあるサポート契約が結ばれている場合、グループの連結ベースの財務諸表がグループ各
社への与信のリスクを合理的に反映する形になっていれば、ムーディーズは連結ベースの財務諸表
を軸に信用分析を行うだろう。ただし、脆弱な関係会社にサポートを提供する側の単独の信用プロフ
ァイルの観点においては、サポート提供が信用上の圧迫となるという潜在的な負担が伴う。
サポートの可能性がある場合、親会社の存在によって子会社の信用プロファイルに上方圧力が生じ
るということは、相互関係として親会社の信用プロファイルに下押し圧力が生じることを意味する。た
だ、実際の格付への影響は、企業の相対的な規模や信用プロファイルに応じてより大きくなるあるい
は小さくなる場合があるだろう。親会社によるサポートの可能性を考慮する場合で、なおかつそのサ
ポートの可能性が関係会社の格付に上方調整を適用するのに十分であると考えられる場合、サポ
ート提供者の（弱い子会社へのサポートを行う潜在的な必要性を織り込んでいる）信用プロファイル
は、単独の信用プロファイルよりも低くなる可能性がある。換言すると、親会社から子会社へのサポ
ート提供は子会社の信用プロファイル及び格付を押し上げると考えられるが、そうした子会社の格付
への上方調整が結果としてグループ全体または親会社の信用プロファイルの押し上げにつながること
はない。グループ全体のリソースは変わらないためである。
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詳しくは、信用代替へのアプローチを説明する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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格付対象のサポート提供者のクレジットの下方調整を定量化するにあたり、ムーディーズはシナリオ
分析を用いるだろう。分析においては、子会社が必要とみられるサポートの程度を考慮し、サポート
提供に伴う提供側の財務指標への影響をレバレッジ、カバレッジ、資本・信用市場へのアクセスなど
の側面から評価する。また、サポートのシナリオ（及びサポート提供者に生じるコスト）が多岐にわたる
場合は、影響を定性的に分析することもある。総じて、サポートの必要と提供の可能性が高いほど、
それに伴うサポート提供者の信用への下押し圧力は大きく、サポート提供者の単独の信用プロファイ
ルと格付の差は大きくなる。

サポート提供者からのサポートのみに基づく関係会社の格付
ごく稀なケースで、グループ内の相応の事業体の戦略上または財務上の重要性に関して十分な情
報があることから、サポート対象者である子会社に単体の財務諸表がなくても格付を付与することが
ある。こうしたケースでは、付与される格付は、サポート提供者の信用プロファイル、そして想定される
サポートのレベルに基づく。先に説明している一般原則を用い、一定の特徴と状況を踏まえて予想さ
れるサポート提供の可能性を評価し、サポート対象者の事業体の格付が提供者の格付と照らして同
等の水準となるか、あるいはサポート提供者の格付に対する評価を数ノッチ下回る水準となるのかを
判断する。
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付録 A：保証がない場合の関係者からのサポートに関する評価の具体例
保証を伴わない関係会社によるサポートの事例は多岐にわたり、定型的なアプローチを当てはめる
のは難しい。以下に示す具体例は、本格付手法で説明する一般原則の実際の分析への盛り込み方
を理解する上での一助となろう。また、これらの仮定的な具体例は、サポートによる潜在的な影響を
理解する手助けにもなるだろう。

親会社の格付に近いまたは同等になるまでの上方調整が適用されうる子会社の例
Seagull Motors Company は、カナダを拠点とする大手自動車メーカーで、投資適格等級の中位の
格付を付与されている。その子会社である Seagull Finance Australia (SFA)は、オーストラリアで、同社
製品を購入する顧客にファイナンスを提供している。オーストラリアは Seagull にとって 2 番目に大き
い市場で、過去 10 年にわたり、一貫して連結売上高の 25％以上を占めている。SFA は Seagull
Motors が全額出資する販売金融子会社で、単独の信用プロファイルは非投資適格等級の高位に
ある。SFA は独立した経営陣を持たない。SFA の事業は、親会社が展開するオーストラリアでの製品
の販売において不可欠な存在である。Seagull の名称が親会社および広く知られる車のブランド名と
共通しているのに加え、その事業は自動車メーカーである親会社の販売・流通と完全に統合されて
いる（現場の金融担当者は自動車購入希望者に金融商品を宣伝・販売する権限を持つなど）。さら
に、親会社はキープウェル・アグリーメントの当事者であり（保証ではない）、その契約の下で親会社は
SFA の完全保有を維持することを約束し、SFA が債務超過に陥ることなく負債やその他金融債務を
履行するのに十分な資金を確保できるようその事業を全般的に管理することを約束している。親会
社である Seagull Motors は資金提供の形で金融子会社である SFA を定期的に支援してきており、こ
うした支援ができなくなった場合、Seagull Motors の評判へのダメージは大きいとみられ、ブランド毀
損や資本・信用市場へのアクセスへの悪影響などが考えられる。

親会社の格付を数ノッチ下回る水準までの上方調整が適用されうる子会社の例
Warbler Oil and Gas は米国を拠点とするグローバルな大手エネルギー企業で、投資適格等級の高
位の格付を付与されている。同社が間接的に完全保有する子会社 Warbler Energy Europe (WEE)
は、親会社にとって最大の天然ガス市場である欧州での天然ガス取引を全面的に運営している。
WEE の親会社の連結利益への寄与は 5％弱で、単独の信用プロファイルは投資適格等級の低位に
位置する。天然ガスの卸売取引は大量かつ利益率の薄い薄利多売のビジネスな上、収益、キャッ
シュフロー、運転資本の必要は、変動性のある天然ガス価格の動向や季節的な需要動向、その他
さまざまな要因に左右される。ただし、WEE の負債ニーズは中程度である。親会社の総合的なガス
のバリューチェーンにおいて WEE は非常に重要な役割を果たしていると考えられ、また、両社は企
業名を共有している。石油・ガスはコモディティであることから、WEE なしでも、Warbler は一般的に利
益率の高い炭化水素生産物を販売することができる。Warbler は、WEE の多額の運転資金の必要
に応じて相当の信用供与を行って一貫して子会社を支援し、事業成長に向けて随時出資を行って
きた。親会社である Warbler は子会社 WEE の負債や取引上の債務に保証は行っていないが、子会
社のトレーディングや営業活動に対してリスク管理を含めた監督を行っている。流動性支援の大幅の
減退は親会社である Warbler の取引相手の間でのレピュテーション低下につながる可能性があり、
資本・信用市場へのアクセスへの悪影響となる恐れもある。

政府が間接保有する子会社に数ノッチの上方調整が適用されうる例
The Republic of Parrotia は資源が豊富な島国で、政府が営む鉱業（主に銀とレアアース）からの十分
なキャッシュフローを 1 つの要因として高位の投資適格等級の格付が付与されている。Parrotia が設
立している Parrot Holding Company (PHC)は政府系発行体で、ソブリン・ウェルス・ファンド（SWF）とし
て部分的に機能しているほか、同国の経済発展と多様化を担う様々な子会社も保有する。こうした
子会社には再生エネルギーやアグリツーリズムに従事する事業体が含まれる。PHC は、国内唯一の
水道会社で、低位から中位の投資適格等級の信用プロファイルの Mallard Water Company (MWC)
の 95％を保有する。Parrotia 政府は MWC に、原価方式に基づく規制の枠組みで安定的な収入が
得られるようにし、水道事業における独占的な地位を認めているほか、同社の経営に多大な影響力
を持ち、貯水施設を開発するのに適した流域の土地や不動産を同社にわずかな費用のみで売却し
ている。MWC は経営面および財務面で安定しており、水道網拡大に向けた資金調達での資本市場

10

AUGUST 19, 2021

クロス・セクター格付手法：保証がない場合の関係会社からのサポートに関する評価

CREDIT STRATEGY AND STANDARDS

へのアクセスもあることから、PHC からの資金支援の実績は特にない。ただ、Parrotia の国民や鉱業、
農業にとっての MWC の重要性を踏まえると、必要に応じて PHC が MWC を支援することが予想さ
れ、また、PHC は支援を提供するのに十分な資金を備えている。

サポートに基づいて 1～2 ノッチの上方調整が適用されうる子会社の例
Ostrich Telecom は米国を拠点とする企業で、有線・無線通信およびデータサービスを主に米国とカ
ナダで提供する。同社の純売上高に占める比率は、米国市場が 64％、カナダが 28％となっている。
Ostrich の格付は投資適格等級の高位となっている。同社は子会社の Cormorant Wireless を通じて
メキシコ市場にも進出している。同子会社の単独の信用プロファイルは非投資適格等級の高位に位
置する。Ostrich は Cormorant の筆頭株主で、持分比率は過半をやや上回る。メキシコ政府が
Cormorant の少数持分を有することから、Ostrich の Cormorant の経営への影響はやや限定的であ
る（Cormorant はメキシコ株式市場に上場もしている）。Ostrich は Cormorant を支援した幾分かの実
績があり、Cormorant が中央アメリカの移動体通信市場での拡大を図るための資金調達を支えるた
め、出資を行って徐々に保有比率を高めてきた。Cormorant は概ね安定的な成長実績を残しており、
Ostrich は順調な投資であると認識している。しかしながら、企業名が異なることや業務上の重なりが
ないことを踏まえると、Cormorant への全面支援を行わないことによる Ostrich Telecom の評判への
ダメージは限定的と考えられる。

サポートによる上方調整が適用されない関係会社の例
Grackle Corporation は、投資適格等級の中位に位置し、発電・電力小売に従事する企業である。オ
ーストラリアを拠点とし、同国を中心に事業を展開する。従来は既存の規制事業者だったが、エネル
ギー小売事業をオーストラリア最大級の規模まで拡大した。同社の発電所は、そのほとんどが石炭
やガスを燃料とする従来型のものである。オーストラリアで運営する唯一の再生可能エネルギーは水
力発電所である。Grackle の子会社である Tertiary Energy は、東南アジアの新興電力市場における
Grackle の発電事業の持株会社として機能しており、信用プロファイルは非投資適格等級の低位に
位置する。Tertiary の子会社は、プロジェクトファイナンスでの調達に大きく依拠し、風力発電所を開
発している。Tertiary の当初のプロジェクトは固定価格買取制度が適用されていたが、直近ではマー
チャント型の風力発電事業が事業の大部分を占め始めてきた。Tertiary はオーストラリアに自社の管
理部門を有し、事業を展開する様々な国に地域担当マネージャーや事業担当者を配置している。
オーストラリアの電力市場における Grackle のシェアは安定的または成長しているが、Tertiary は、事
業運営上の課題や地域の送電網への接続の遅れ、固定価格買取制度の変更、一部市場での供
給過剰などが重なり、風力発電所から安定的な収益を得るのに苦戦している。Grackle は、Tertiary
の風力発電事業は戦略的に重要であると公言している。Grackle は、初期のプロジェクトでは Tertiary
から要請された資本支援を行っていたが、直近では Tertiary が持株会社の負債を引き受けてプロジ
ェクトに投資している。異なる名称と市場で事業に従事していることを踏まえると、Tertiary が支払い
不能に陥った場合でも Grackle のレピュテーションに及ぶダメージはほとんどないだろう。
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ムーディーズの関連リサーチ
クロス･セクター格付手法は通常、セクター格付手法と併せて適用されるが、一部の状況では信
用格付を付与するベースとなることがある。セクター格付手法およびクロス･セクター格付手法のリ
ストについては、ムーディーズのウェブサイトを参照されたい。
信用格付の過去のパフォーマンスの頑健性および予測能力については、ムーディーズのウェブサイト
に掲載されている。
「格付記号と定義」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。
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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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