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本格付手法の対象 

本クロス・セクター格付手法は、CMBS 案件や CRE CLO 案件で証券化される商業不
動産と商業不動産ローンの持続可能なネットキャッシュフローと評価額を算定する方
法について説明するものである。 

本クロス・セクター格付手法では、商業不動産担保証券（CMBS）と商業不動産ローン
担保証券（CRE CLO）の担保を評価する際にムーディーズが用いる、商業不動産
（CRE）の物件レベルおよびローン・レベルの分析を説明する。この評価は、ムーディー
ズの LTV（MLTV）と DSCR（MDSCR）の算出に用いる持続可能なネットキャッシュフロー
（NCF）の考え方に基づいている。 

本格付手法では、北米、中南米およびアジア・太平洋地域の主要物件タイプについて、
どのように持続可能な NCF と評価額を導出するかを説明する。市場慣行や利用可能
な情報の量と質は、米州およびアジア・太平洋地域と欧州・中東・アフリカでは異なる
ため、各市場に合わせたアプローチをとる必要がある。 

 

本格付手法は 2016 年 12 月発行の Approach to Sustainable Net Cash Flow and 
Value for CMBS and CRE CDO CLO Real Estate Collateral in the Americas and ex-
Japan Asia Pacific （日本語版未発行）に置き換わるものである。今回の更新で
は、明確性と読みやすさを向上させるため、全体にわたって編集を行った。今回
の更新は、格付手法のアプローチを変更するものではない。 
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本格付手法では CMBS 案件および CRE CLO 案件で最も一般的にみられる物件タイプの分析につい
て、以下の 3 つのセクションに分けて説明する。 

1) ムーディーズの NCF 

2) 物件の質のグレード/キャップレート 

3) ムーディーズの評価額 

これらのセクションで、様々なタイプの NCF、コア資産およびノンコア資産についてムーディーズの

NCF をどのように導出するか（資産によっては運営に関する要素が含まれる）、物件の質のグレード

に基づいてどのようにキャップレートを付与するか、そしてどのようにムーディーズの CRE 物件の評価

額を導出するかについて説明している。 

本格付手法は基本的に米国とカナダの CRE を裏付けとする案件を例として取り上げ、詳細を説明す

るものだが、中南米およびアジア太平洋地域の案件にも類似したアプローチを適用する。 

付録では、運営に関する要素が重要となるホテル、カジノ、医療施設、駐車場について、ムーディー

ズの NCF と物件評価額をどのように導出するかを説明している。これらの運営集約型ビジネスから

の持続可能な NCF を導出するアプローチには、伝統的なタイプのコア物件とは異なるタイプのキャッ

シュフロー分析が必要とされる。 

付録には、ムーディーズが格付分析に使用するために発行体から通常提供を受ける情報のリストと、

ムーディーズの物件グレードも掲載している。 

ムーディーズの NCF 

このセクションでは、ムーディーズの NCF を算出する際に考慮する主要要素と関連要因を説明す
る。 

NCF は経常的な資本的費用を勘案した後に債務返済に用いることのできるキャッシュフローを表す。
ムーディーズの NCF 推定値（ムーディーズの NCF）は、CRE 分析の基礎となるもので、ラージローン
およびシングルアセット/シングルボロワー型案件ならびにコンデュイット/フュージョン型案件の担保資
産を評価する際の投入値として用いられる。 

ムーディーズの NCF は、ローンの担保である商業不動産物件の持続可能なネットキャッシュフローの
推定額である。ムーディーズの目的は、物件から確実に得られる NCF の水準を決定することにあり、
この水準はどの年でも実際の NCF を上回ったり下回ったりする場合がある。ムーディーズの NCF を
導出する際には、業界標準の報告と物件の運営に関するボロワーの報告の両方を考慮する。金額
の大きいローンについては、全国的に認められた会計事務所が独立して監査した財務諸表が必要と
なる。市場参加者が算出し、報告する NCF は、その使用目的によって次に挙げるような様々な種類
がある。 

» 実際の NCF：発生主義または現金主義会計基準に基づく商業不動産物件の実際のパフォーマ

ンスで、通常は暦年もしくは過去 12 ヵ月を報告期間とする。 

» 審査基準 NCF：レンダーが推定する証券化時点の NCF。レンダーは独自の審査基準と審査手

順を設けているが、ほとんどが実際の収入と支出を何らかの形式で検証することを求めている。 

» プロフォーマ NCF：実現する可能性と実現しない可能性がある一連の想定に基づく NCF の推定

値で、通常はボロワーもしくはレンダーが算出する。例えば、レンダーは、空室となっている商業

不動産について、現在または将来の市場賃料、稼働率、市場水準の費用を用いて、フル・リー

スアップを想定した NCF の推定値を導出することにより、評価することができる。ムーディーズは

信用分析において、プロフォーマ・ベースの NCF の推定値の基礎となる想定の合理性を評価す

る。 

» OSAR（Operating Statement Analysis Report）で報告される NCF：CMBS 案件でレンダーがロー

ンを証券化すれば、ボロワーはレントロール、財務諸表および他の事業報告をサブサービサー、

サービサーまたはスペシャルサービサー（サービサーと総称）に送付する。OSAR は収入、費用、

ネットオペレーティングインカム、資本的項目、ネットキャッシュフローを含む現時点および過去

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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の正常化された収支状況を提示するものである。サービサーは通常、収支状況を正常化したも

のに調整する。これにより、物件のパフォーマンスの継続的な報告の比較が容易になる。 

ほとんどの物件タイプにおいて、基本的な物件レベルの財務分析を行うには、収入、空室率と回収

不能額、費用および資本的支出を推定する必要がある。ムーディーズの NCF を導出する際にはこ

の分析を一歩進めて、持続可能性を織り込む。現時点の収入と費用の水準を過去の収支水準や

市場水準と比較するため、長期的なトレンドを分析し、必要に応じてポジティブあるいはネガティブな

調整を行う。 

ネガティブな調整を行う場合は通常、審査基準 NCF との比較を行い、収入の引き下げ、空室率と

回収不能額の引き上げ、費用と資本的支出の正常化を行う。NCF の持続可能性は、エクイティでは

なく負債の観点から検討するため、ポジティブな調整を行うことは例外的である。 

下表はムーディーズの NCF 分析の主要要素のリストである。 

図表 1 

ムーディーズの NCF の主要要素 
 

契約賃料 
+ 

その他収入 
= 

総潜在収入 
- 

持続可能な市場水準に合わせた調整 
- 

空室率と回収不能額 
= 

実効総収入 
- 

費用 
= 

ネットオペレーティングインカム 
- 

資本的費用 
= 

ムーディーズのネットキャッシュフロー 
 
出所: Moody’s Investors Service 

契約賃料 

資産からの収入の推定に際して、（1）賃貸契約の契約賃料、（2）賃料のタイプ、（3）レントフリー期間
をまず検討する。賃貸契約は強制力を伴う契約であり、契約の履行を拒否できるのは通常、破産し
たテナントのみである。したがって、賃貸契約からは高い確実性で収入が得られることが多い。賃貸
契約のテナントがムーディーズの格付対象である場合、テナントの格付が高いほど収入の確実性も
高くなる。 

契約賃料の支払い：分析の始点は契約賃料である。テナントが賃貸契約債務を履行しない場合、
物件レベルの契約賃料は、実際の賃料と異なる可能性がある。契約賃料と実際の賃料との差を損
失要因として空室率と回収不能額の推定値に織り込む。 

賃料のタイプ：賃貸契約では固定賃料もしくは変動賃料が設定される。賃料は賃貸期間にわたって
固定されるか、段階的に増額されるか、まれなケースでは段階的に減額される可能性がある。賃料
は消費者物価指数（CPI）などの指数にリンクして定期的に調整されることがある。変動賃料は小売
業の賃貸契約によくみられる歩合賃料であることが多く、固定賃料に加えて、あるいはその代わりに、
賃貸物件におけるテナントの売上高に比例して支払われる賃料である。 

フリーレント期間：需給状況にもよるが、貸主は新規テナントが他の立地からの移転費用を賄ったり、
事業運営に多大なストレスを加えることなく新たな立地で改築ができるよう、契約開始時にフリーレン
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ト期間を提供することがある。賃貸契約更新の際にフリーレント期間が設定されることは一般的では
ないが、既存テナントが契約を継続するためのインセンティブとなる。 

一部市場では、貸主がテナント維持率を高めるために、賃貸契約更新の際に賃料を公正市場賃料
にリンクさせる（通常は公正市場賃料の 90%-95%）というオプションを提供する。貸主にとって、新た
なテナントを見つけるよりも既存テナントを維持する方が有利なことが多い。貸主とテナントが合意し
ない場合に備えて、賃貸契約には通常、両者が推定する市場公正賃料のどちらを用いるかを決定
する調停者が規定されている。 

賃料収入の質 

物件から得られる賃料収入の質の分析では、（1）テナントの信用力、（2）賃貸期間、（3）賃貸スペー
スを考慮する。NCF の評価では実際に支払われる契約賃料のみを考慮し、サインリースやプロフォ
ーマリースからの収入は通常除外している。 

テナントの信用力：テナントの信用力の恩恵を考慮するため、ムーディーズが投資適格等級に格付し
たテナントや、十分な信用力を有すると判断される米国トップ 100 の法律事務所や 4 大会計事務所
のようなテナントから得られる賃料収入のうち、市場賃料を超える部分をディスカウントして算入する
場合がある。これらのテナントや B3 から Ba1 に格付されたテナントについては、空室率と回収不能額
の推定値ならびに改装費と賃貸仲介手数料を引き下げることがある。 

賃貸期間：賃料、空室率と回収不能額、改装費の想定を決定する際に、賃貸期間も分析上考慮す
る。賃貸期間は物件タイプと市場慣行により異なる。賃貸期間が短いアセットタイプは賃料が市場相
場に合わせて頻繁に変更されやすいため、キャッシュフローの変動性が高くなる。これに対し、賃貸
期間の長い物件は基本賃料の変動性が低くなる。 

賃貸スペース：貸主とテナントが賃貸条件の交渉を行う際に重要な要因の一つが、賃貸面積の測
定方法である。NCF の推定において、貸主が物件の面積を測定する際、どのように市場慣行に従う
かを検討する場合がある。 

米国では、オフィスビル、リテール物件、産業用物件などの賃料は、例えば 1 フィートあたりの年間賃
料、場合によっては月間賃料として表示される。ホテル物件の賃料は通常、1 日単位の一部屋当た
り賃料、長期滞在型物件では週単位もしくは月単位の一部屋当たり賃料が設定されるのが一般的
である。共同住宅（介護付き住宅を含む）の賃料は物理的な広さにかかわりなく 1 戸当たり月間賃料
で示される。学生寮は 1 床あたりの月間賃料を提示しているところもあるが、共同住宅の賃料表示に
準じるところもある。マニュファクチャードハウジングの賃料は 1 区画あたり月間賃料として示される。 

マスターリース 

物件所有者は、所有物件の全体もしくは一部を関連当事者または第三者にマスターリースとして貸
すことができる。標準的なマスターリースでは、テナントが貸主にトリプルネット（NNN）賃料を支払う。
転貸利益は通常、マスターテナントの利益として留保されるが、貸主のものとすることも可能である。
マスターリースは一般にローンに劣後するが、レンダーはマスターリースがデフォルトしない限り、第三
者であるテナントを妨害しないことに合意するのが一般的である。 

マスターテナントがローンのボロワーの関連当事者である場合、アームズレングス・ルールに則らずに
マスターリース契約の交渉が行われた可能性がある。そのため、ムーディーズの信用分析では、マス
ターリースの契約条件を市場、スペースの使用目的、マスターリース締結日、ボロワーが物件全体ま
たは一部をマスターリースする動機という観点から分析する。NCF の導出に際し、マスターリースの
賃料が市場相場を上回る場合、マスターリースの結果として稼働率が市場水準を上回る場合、ある
いはローン金額を増やすためにマスターリース契約が締結された場合、マスターリースからの収入は
NCF から除外するのが一般的である。 

第三者からのマスターリース収入は通常、アームズレングス・ルールに則った交渉に基づくものであ
るため、関連者からの収入とは異なるものとみなすのが一般的である。介護施設の標準的なストラク
チャーでは、高齢者介護を専門とする事業会社がボロワーとマスターリース契約を結び、施設を賃借
する。カジノ業者や一部のホテルオーナーも同様のストラクチャーを用いる。どのケースでも、ムーデ
ィーズはマスターリース物件の実際のパフォーマンスを市場と比較して分析する。持続可能な NCF
を推定する際には、事業者の実力と評判や適切な代替事業者の有無も考慮する。 
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賃料値引き 

借り手市場における賃貸契約交渉では、貸主がテナントに対し、フリーレント期間、移転費用、テナン
トが現在賃借している他物件の賃料支払い、標準を上回る水準の改装を行うための資金提供、当
事者が合意する他の経済的便宜といった形で賃料値引きを提供する場合がある。 

払い戻し 

賃貸契約のタイプは市場や物件により異なる。収入の持続可能性の評価では、市場標準を考慮す
る。一般的な審査手続きでは、非市場賃貸契約を市場の標準的な条件に合わせて調整し、実効賃
料を比較する。例えば、１つの物件でグロスリース 5 件と NNN リース 1 件の賃貸契約が結ばれてお
り、グロス市場物件として扱われている場合、払い戻し可能な費用と公租公課に応じて NNN 賃料を
グロスアップし、賃料を比較する。 

下表は、標準的な賃貸契約のタイプと、特殊な費用のタイプを示したものである。 

図表 2 

標準的な賃貸契約のタイプ 

賃貸契約のタイプ  

グロスリース 貸主が公租公課、保険料、水道・光熱費、修繕費等の物件関連費用を全額負担する。 

修正グロスリース グロスリースに類似するが、賃貸契約初年を基準年とし、2 年目からは基準年から増加し
た費用をテナントが比例配分方式で支払う点がグロスリースと異なる。 

ネットリース テナントが公租公課、保険料、水道・光熱費、修繕維持費等の物件関連費用を全額負担
する。貸主は資本的支出を負担する。 

NNN リース テナントが物件関連費用を全額負担する。NNN リースのうち、ボンダブル NNN リースと
呼ばれる特殊な形式の契約では、大半の NNN リースと異なり、テナントがあらゆる不動
産関連リスクを負う。これらの追加リスクには、物理的災害に見舞われた後の再建費用
（保険支払額が十分かどうかを問わない）や物件が一部または全部収用された後の賃料
支払いが含まれる。テナントはボンダブル NNN リースを解約できず、賃料が減額される
こともない。ボンダブル NNN リースは「ヘル・オア・ハイ・ウォーター（hell-or-high-water）」
リースともよばれる。 

出所: Moody’s Investors Service 

 

賃貸契約に関する他の考慮事項 

賃貸契約には、テナントに賃料減額や契約終了前の早期立ち退きを認める条項が含まれていること
がある。ムーディーズはこれらの条項を賃料と空室率の想定に織り込む。 

例えば、1 名または複数名のテナントの稼働率もしくは賃料条件を、最低稼働率基準もしくは 1 名ま
たは複数名のテナントの稼働率と結びつける共同テナント条項は、ショッピングセンターの収益力を分
析する上で重要となりうる。ショッピングセンターのアンカーテナントが退居もしくは閉店した場合、アン
カーテナント以外のテナントからの賃料収入の大部分がアンカーテナントの営業継続を要請する賃
貸契約に基づくものであれば、収入が大幅に減少する可能性がある。一定の売上高を基準としてテ
ナントが契約を解除できるオプションがある場合も、同様の問題が発生しうる。 

その他の一般的な考慮事項には、所定の賃貸条件にしたがってテナントに賃貸契約解除を認める
条項（通常、改装費と賃貸仲介手数料の未償却分の払い戻しが含まれる）や、指定期日にテナント
が実験式あるいは原価償却後の簿価に基づく特定の価格で賃貸物件を取得できる購入オプション
がある。テナントの要望に合わせて設計・建築されたビルド・トゥ・スーツ（Build-to-suit）物件の場合、
購入オプション価格には実際の建設費にオプション期間の利息を加えた金額が反映されることがあ
る。テナントは交渉により物件売却の先買権を確保することで、物件の将来の所有権をコントロール
することができる。購入オプションと先買権のついた物件は市場性が制約され、市場価値が低下す
る可能性がある。 

正味実質賃料 

物件と市場における賃貸契約の比較を容易にするため、物件の最近の賃貸取引履歴があればそれ
に基づいて正味実質賃料を推定する。正味実質賃料には、フリーレントと他の賃料値引きを勘案後
の貸主に支払われるべき賃料が反映される。賃貸形式や基本賃料に含まれる改装費の償却などを
考慮して調整を加える場合もある。 
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正味実質賃料は、ネットキャッシュフローの持続可能性を評価する際の重要な考慮事項である新築
物件の資金面での実現可能性を測定するのに役立つ。 

多数の新築物件供給が予想される市場では、貸主が費用の増加を上回るペースで賃料を引き上
げることは困難かもしれない。 

その他の収入 

商業不動産物件は契約賃料と払い戻しに加えて、他の収入を生み出す場合がある。レンダーが一
般的に認識しない収入項目には、利息収入、手数料、解約料、水道・光熱費の過大な追加徴収な
どがある。 

ムーディーズは通常、分析対象物件と類似物件の過去のパフォーマンスを評価し、持続可能な収
入水準を決定する。他の収入項目の例を以下に挙げる。 

アメニティ収入 

物件や提供されるサービスが持つ特性の中で、貸主が賃料とは別に対価を請求できるものはアメニ
ティとみなせる。 

アンテナ収入 

建物の屋上や外部スペースの一部を通信事業者に賃貸したり、使用許可を与えたりできる。 

ビルボード/サイネージ収入 

立地条件のよい物件は「目立つ」という価値を持つ。土地利用規制で認められている場合、物件の
スペースをビルボード広告や壁面広告に特化した企業に賃貸したり、使用許可を与えたりすることが
できる。 

共用部分追加費用 

貸主は通常、一般管理費の費目に加えて、ショッピングセンターのテナントが支払う共用部分維持
費に管理費を加算する。 

キオスク収入 

ショッピングセンターに多いキオスク型テナントからの収入は、短期使用許可契約から得られる。キオ
スク型テナントは通常、歩合賃料のみを支払い、物件の加盟店/マーケティングファンドに資金を拠
出する。 

使用許可収入 

使用許可契約は物件の一時的な使用を許可するものである。過去の実績の裏付けがある場合、使
用許可からの収入は通常、持続可能な収入とみなす。 

地域型ショッピングセンターでは、一時的なテナントの営業のために使用許可契約を結ぶことができ
る。オフィスビルの場合、エグゼクティブスイートの賃貸や屋上アンテナについて使用許可契約を結
べる。ホテルやレストランのフランチャイズ契約も使用許可契約とみなすことができる。アパートメント
の場合、パーティー用のルーフデッキや映写室の使用について使用許可契約を結ぶことがある。 

加盟店/販売店協会費 

地域型ショッピングセンターは通常、施設全体でマーケティングや広告の取り組みを行っている。そう
した取り組みの費用の一部はテナントから払い戻される。 

展望台収入 

中心業務地区（central business district）のオフィスビルの展望台は入場料、ギフトショップ収入、飲
食店収入を生み出すことができる。 
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駐車場収入 

駐車場収入は物件稼働率、市況、所有権、貸主とテナントの契約によって異なり、変動しうる。通常、
法律で許可された台数分の駐車スペースから得られる収入のみを考慮に入れる。十分な駐車スペ
ースがあるかどうかを、関連商業物件の基本賃料収入の水準と持続可能性の要因として評価する。 

水道・光熱費の追加徴収 

テナントの電力消費がサブメーターで測定される場合、貸主は通常、中央電力設備の運営やテナン
への電力供給の費用を支払うために管理費を上乗せする。 

総潜在収入 

総潜在収入とは、稼働率 100%の状態で物件から得られる可能性のある総収入で、（1）空室率と回
収不能額（不良債権）引当金計上前、かつ（2）時価評価差額認識前の金額である。総潜在収入に
は、契約賃料、賃貸契約の切れた空き物件の市場相場に基づくプロフォーマ賃料、払い戻し、他の
収入が含まれる。 

持続可能な市場水準に合わせた調整 

ムーディーズは通常、実際の賃料を現時点の市場賃料および将来予想と比較する。物件の質や立
地が良好なため市場賃料に対するプレミアムが得られ、そのプレミアムが持続可能であることが一貫
した賃貸履歴と賃料比較分析によって裏付けられている場合、ムーディーズは通常、市場平均に対
するプレミアムの一部を認識する。特に、ムーディーズによる適切な水準の信用格付もしくは信用評
価が与えられている企業が長期テナントになっているオフィス物件については、賃貸期間全体にわた
り賃料プレミアムを認識する場合がある。 

多くのケースで、現時点の市況と将来の市況の予想を反映させるため、実際の賃料を下方調整する。
需給バランスが大きく崩れると、賃料の高騰や下落が起きる。分析対象物件と他物件の過去の賃
貸履歴を比較することで、物件のパフォーマンスと、要求できる賃料が市場賃料を下回るか、同等
か、あるいは上回るかを確実に測定することができる。また、不動産市場が現在、サイクルのどの段
階にあるかを、ムーディーズの Red-Yellow-Green® (RYG)レポート等のツールを用いて検討することも
ある。 

地域型ショッピングモールと他の大型ショッピングセンターの収入の分析において、ムーディーズは通
常、テナントの売上高に対する賃料の比率を、持続可能なテナントのパフォーマンスを示す最適な
指標であるとみている。最低賃料や払い戻し必要額が高い、あるいは売上高が低い、といった理由
で、リテールテナントの総賃料比率が過度に高くなっている場合、テナントの長期的な経営能力が脅
かされる可能性がある。持続可能な賃料比率はテナントのタイプと全体的な販売効率により異なる。
比較を容易にするための業界標準が存在する。賃料比率が過度に高いテナントは事業継続が危ぶ
まれ、物件の空室率を高める可能性がある。 

空室率と回収不能額 

アンダーライターとレンダーは一般に、構造的要因による空室発生の可能性、市場空室率、テナント
回転率、賃料や払い戻しの未払いに示されるテナントの信用力の問題を勘案して、総潜在収入を引
き下げる。空室要因の判断においてムーディーズは通常、次の点を検討する。 

» 物件のレイアウト 

» 現在および過去の稼働率 

» 過去、現在および将来の市況 

» 賃貸契約更改時のダウンタイム 

» 共同テナント条項 

» テナントの売上高と賃料 
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» 過去の不良債権発生の履歴 

» テナントの信用格付/評価 

実際に空室率が長期にわたり高止まりしていれば、問題が生じた物件であることが示唆されるため、
通常、それらの物件の機能的陳腐化について評価する。 

実効総収入 

実効総収入（EGI）は、商業不動産物件から得られる、費用・資本的支出控除前かつ空室率・回収
不能額勘案後の予想収入である。 

費用 

費用の分析における検討項目は、過去のパフォーマンス、管理予算、経費率、類似物件の過去の
経費である。商業不動産に係る費用には固定費と変動費がある。固定費は物件の稼働率にかかわ
らず発生する支払いで、一般に地代（該当する場合）、保険料、公租公課が含まれる。変動費は物
件の稼働率に基づくもので、管理費、修繕維持費、水道・光熱費が含まれる。 

地代 

商業不動産の所有権は、土地と建物の所有権（完全所有権）である場合と、土地と建物の所有権
が分かれている場合がある（借家権と借地権）。ローンの担保が借地権による借地である場合、地代
は通常、土地のテナントから土地所有者に支払われる。ボロワーが不動産所有者に対し地代を支払
う義務がある場合、持続可能な NCF を算出する際に地代を推定する。借地の評価では通常、次の
要因を検討する 

» 借地期間 - 借地契約の期間およびローン契約期間との比較 

» 地代、支払い頻度、将来の変更 

» 借地契約の更新条項 

» 通知条項と救済条項を含むデフォルト条項 

» 借地契約におけるレンダーの権利と救済 

ムーディーズは、借地契約をオペレーティング・リースではなく、キャピタル/ファイナンス・リースとみな
す。そのため、借地のストラクチャーにより生じる債務が借地権に及ぼす信用上の影響に注目する。 

地代が固定されている場合、借地契約の残存期間が長いほど、借地の賃借人のリスクは低くなる。
地代が定期的に見直される場合は見直しの方法と、借地の賃借人が地代の値上げ分を借地物件
のテナントに転嫁できるかどうかを評価する。 

地代はオペレーティング・レバレッジを上昇させ、その結果キャッシュフローの変動性を高める。キャ
ッシュフローの変動性は、収入に対する費用の比率、地代の金額、費用と地代が固定型か変動型
か（変動型の場合は変動の度合い）を反映する。キャッシュフローの変動性が高いと、物件評価額も
マイナスの影響を受け、ローン期中にデフォルトが発生しなくても、リファイナンスが困難になる。 

借地契約の残存期間は、貸主がリファイナンスを行う能力や、ローン償還日に物件を売却しローンを
返済する能力にもマイナスの影響を与えうる。借地契約の残存期間が短い場合、借地契約の終了
が近づくにつれ借地権の評価額が減少する。ムーディーズは、借地契約期間（延長期間を含む）が
ローンの法的償還日から 30 年であればクレジット・ニュートラルとみなす。これより短期の借地契約
については、担保となる期間が短いことを反映させるため、割引キャッシュフロー法を用いて評価額
を算出する可能性がある。 

借地権からのキャッシュフローの漸減につながりうる固定型地代の大幅な引き上げや段階的な引き
上げも、借地権の評価額減少の要因となりうる。 
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保険料 

商業不動産所有者は不測の事態からエクイティ部分を守るため、様々な保険契約を結ぶのが一般
的である。ムーディーズは通常、過去の保険費用、類似物件の過去の保険費用、第三者レポートの
分析をレビューし、継続的に支払える保険料水準を推定する。 

公租公課 

ムーディーズは、持続可能な NCF の算出において、タームリスクとバルーンリスクを正確に反映させ
るため、公租公課を推定する。その際に、管轄法域の課税慣行、現時点と将来の固定資産税評価
額、現時点と将来のミルレート、市場評価額、特別評価額、税の代替支払い、税軽減措置を検討す
る。ムーディーズは通常、固定資産税評価額と現時点の市場評価額のいずれか大きい方に基づく
固定資産税を考慮し、サービサーが担保を実行した場合に発生する課税額と現時点の課税額との
差を反映させる。 

公租公課の水準に影響を与えうる一般的な税軽減措置と課税制度には次のようなものがある。 

税軽減措置 

公租公課の推定にあたり、税軽減措置制度の条件をレビューする。軽減措置の適用期間が当初の
ローン期間を超える場合、ローン期間を超える期間について、軽減措置がないと想定した場合の課
税額と軽減措置を適用した課税額との差の正味現在価値を、軽減措置を適用しない課税額から差
し引く。 

ビジネス改善地区（BID: Business Improvement District）アセスメント 

不動産税費用を推定する際に、ビジネス改善地区（BID）アセスメント等の特別評価額を考慮する。 

税の代替支払い（PILOT） 

特定物件の所有権の性質や使用によって課税を免除されることがある。PILOT プログラムは、地方
政府の逸失税収の一部または全額を補填することを目的としている。PILOT プログラムの適用により、
物件の不動産税が軽減措置を受けない場合の通常の税額を下回り、プログラムの適用期間がロー
ン期間を超える場合、軽減措置があるとして税額を見積もる。 

TAX INCREMENT FINANCING (TIF) 

TIF は公共もしくは民間プロジェクトから見込まれる将来の固定資産税の増収分を償還財源として、
プロジェクトの資金を調達する制度である。TIF プログラムを用いた物件の固定資産税が、軽減措置
を受けない場合の通常の推定税額を下回り、プログラムの適用期間がローン期間を超える場合、軽
減措置を受けるとして税額を見積もる。 

変動費用 

変動費用は物件の稼働率に連動する費用で、広告宣伝費、清掃・用務費、弁護士・専門家報酬、
管理費、水道・光熱費などが含まれる。物件管理者もしくは所有者が費用をどう分類するかによって、
これらの変動費目には多くの固定要素が含まれる場合がある。 

ローンの担保が区分所有物件の所有権である場合、物件全体のために負担する保守管理費が別
途発生する。 

変動費用は市場データに裏付けられた持続可能な稼働率に基づいて推定するのが一般的である。
各費目の金額の決定にあたっては、物件の過去の財務状況、管理予算、市場データ、入手可能な
場合は類似物件の費用をレビューする。この中で特に言及するべきなのは管理費である。管理費は
定額制もしくは実効総収入（EGI）に対する歩合制のいずれかである。市場で標準的な管理費は通
常 EGI の 3%から 4%である。大規模物件の管理費は交渉により上限が設定されることが多い。ムー
ディーズは通常、市場ベースの管理費と契約で定める管理費のいずれか大きい方を用いて、変動
費用を推定する。 

経費率 

経費率の低い物件は収入が大幅に減少してもしばらくは債務返済を継続できるが、経費率が高い物
件が債務返済に十分な資金を確保するには、収入の減少を小幅にとどめる必要がある。 



 

10 MARCH 7, 2022 
 

COMMERCIAL MBS 

 
 

クロス・セクター格付手法：CMBS/CRE CLO 格付手法で用いる持続可能なネットキャッシュフローと評価額 
 

経費率（EGI に対する総費用の比率）は、物件タイプ、築年数、立地により異なる。産業用物件、駐
車場、トランクルームの経費率は一般に低く、通常は EGI の 20%から 30%である。共同住宅、オフィ
ス、リテール物件の経費率は通常 EGI の 40%から 50%である。ホテルと医療施設の経費率は 65%
から 75%と最も高く、それを超えることもある。 

運営実績が入手できない場合、比率分析や同等のデータを用いて費用を推定することが多い。 

シングル・テナントの NNN リース物件については、適切な経費率から導出した市場ベースの費用を
含め、空室率と回収不能額に応じて、費用を払い戻しとして転嫁する。 

費用と収入の増加予想 

ムーディーズによる持続可能な NCF の推定額は静的なものであるが、個々の物件のパフォーマンス
もしくは市場全体のトレンドに基づいて、モニタリング・レビューの期間中に変更されることがある。予想
される費用の増加が予想される収入の増加を上回る場合、将来 NCF に加わる圧力の上昇を反映
させるため、推定費用を現在の水準から引き上げることがある。 

ネットオペレーティングインカム（NOI） 

NOI は EGI と総費用との差である。商業不動産の所有と管理に伴う資本集約的性質と費用を反映
させるため、資本的費用を差し引いた上で NCF を割り戻す。 

資本的費用 

改築積立金 

どの物件でも競争力を維持するための資本的費用が継続的に発生する。これらのコストは物件のタ
イプ、築年数、物件の状態と立地により異なる。CMBS ローンの場合、第三者のエンジニアがローン
期中に必要となる改築費用を予想するのが一般的である。エンジニアの出した予想額をローン期間
を通じて均等配分し、年間の改築積立金繰入額を算出する。ローン期中に多額の費用の発生が予
想される場合、レンダーは改築費用の積立を要請する。この積立金はローンのクロージング時に事前
積立されるか、改築が行われる前に毎年積み立てられるのが一般的である。持続可能な NCF の推
定額を導出する際にムーディーズが通常用いる改築積立金の最低所要額を物件タイプ別に下表に
示す。 

図表 3 

物件タイプ別の改築積立金の最低所要額 
オフィス  産業用 

実質築年数 1 平方フィート当たり積立金  実質築年数 1 平方フィート当たり積立金 

1-5 $0.20  1-5 $0.15 

6-10 $0.25  6-10 $0.20 

11-15 $0.30  11-15 $0.20 

16-20 $0.35  16-20 $0.25 

21-25 $0.40  21-25 $0.30      
リテール  共同住宅 

実質築年数 1 平方フィート当たり積立金  実質築年数 1 平方フィート当たり積立金 

1-5 $0.15  1-5 $200 

6-10 $0.15  6-10 $225 

11-15 $0.20  11-15 $250 

16-20 $0.25  16-20 $300 

21-25 $0.30  21-25 $350 
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図表 3 

物件タイプ別の改築積立金の最低所要額 
駐車場   

実質築年数 1 平方フィート当たり積立金    
1-10 $50.00    
11-20 $75.00    
21+ $100.00    
出所: Moody’s Investors Service 
 

改装費 

オフィス、リテール物件、産業用物件の貸主はテナントを呼び込むためにワークレターもしくは改装費
を提供することが多く、その金額は交渉と市況によって左右される。改装費が標準的な改装に必要
とされる基礎的費用を上回る場合、貸主は超過費用をテナント賃料を通じて償還し、リース期間に
わたり実質的にテナントに融資を提供することがある。 

市況や過去の賃貸慣行、建築慣行（入手できる場合）に基づき、物件の正常化した改装費引当額
を推定し、それを標準的なリース期間で除して年間の引当額を算出する。 

賃貸仲介手数料 

貸主は物件の稼働率を維持するため、第三者の賃貸代理人を用いる。ほとんどの市場では、貸主
が賃貸テナントを確保する仲介業者に賃貸仲介手数料を支払う。賃貸仲介手数料の支払いスケジ
ュールは物件タイプと市場により異なるが、一般に新規テナントの場合は基本賃料の 4%-6%、テナ
ント更新の場合は 2%-3%である。スライド制が用いられるケースもある。改装費の年間引当額の算
出アプローチと同様、市場ベースの賃貸仲介手数料、テナント維持率（または更新率）、平均賃貸
期間、稼働率、ムーディーズが推定する市場賃料を検討し、賃貸仲介手数料の年間引当額を算出
する。 

物件グレード/キャップレート 

このセクションでは、物件のグレードと、ムーディーズの評価額の算出に用いられる物件グレードに対
応するキャップレートをどのように決定するかを説明する。 

ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型案件、コンデュイット/フュージョン型案件およ
び CRE CLO 案件の担保の質を評価する際に、分析対象の全物件に対し、ムーディーズの物件グレ
ートとそれに対応するキャップレートを投入値として用いる。 

持続可能な NCF を算出した後、キャップレートを適用して MLTV の算出に用いる物件評価額を推定
する。NCF をキャップレートで除した値がムーディーズの評価額である。 

ムーディーズの評価額は市場評価額や鑑定評価額とは異なる。キャップレートを一貫して適用する
ことで、様々な組成年や不動産市場サイクルの異なる時点にわたってレバレッジを比較することがで
きる。 

物件グレード 

分析対象物件ごとに 0 から 5 までの 6 段階評価でグレードを付与する。グレード付与に当たり最も重
視する要因はキャッシュフローの安定性と持続性である。グレード 0 は将来のキャッシュフローが非
常に安定している（低リスク）ことを表し、グレード 5 は将来のキャッシュフローが非常に変動しやすい
（高リスク）ことを表す。これらの物件グレードはそれぞれのキャップレートに対応している（図表 6 参
照）。 

ムーディーズの物件グレードは、物件タイプにまたがる相対的なリスクを表す。したがって、図表 6 の
物件グレード/キャップレートのマトリックスにあるキャップレートは、同じグレードでも物件タイプにより異
なる。例えば、グレード 2 の共同住宅に対応するキャップレートは、グレード 2 の高度介護施設に対
応するキャップレートより低くなる。 
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一般的には資金調達や物件売却に影響する要因を検討する。物件タイプごとのリスク評価の基礎と
なる要因の一部を以下にあげる。 

» 物件の質 

» 物件タイプのリスク・スペクトラム 

» 平均賃貸期間/賃貸契約更新リスク 

» 資本集約度 

» 財務流動性 

» 新規物件開発のリードタイムと複雑性 

» 立地 

» 管理とスポンサーシップ 

» 市場の需給 

» 市場優位性 

» オペレーティング・レバレッジ 

» 政策/規制リスク 

» 売却市場の流動性 

» 賃貸契約 

» デフォルト時回収率の変動性 

物件の質 

ムーディーズの物件グレード/キャップレートは物件の質に対するムーディーズの意見をある程度表し
ている。ムーディーズは市場慣行に則り物件の質を判断するが、ムーディーズの意見は他の市場参
加者とは異なる場合がある。商業不動産市場の参加者は物件を相対的な質により分類し、質の高
い物件に低いキャップレートを適用することが多い。最も一般的な分類方法は、次の要因を考慮して
単純にクラス分類（A、B、C）するというものである。 

» 築年数 

» 規模 

» 機能性 

» 立地 

» 構造 

» 外観 

» 顧客の嗜好 

» 賃貸と管理 

» アメニティ 

全ての物件タイプにおいて、A クラス物件は通常、比較的築年数が浅く、高品質の構造を持つ効率
的な建物で、マーケット・アメニティを備え、賃貸契約と管理が専門家によって行われる。こうした物
件は通常、市場で最も高い賃料を得られ、最も高い稼働率を維持することが一般的である。B クラス
物件には、元は A クラス物件であったが築年数の経過や立地条件によりテナントからのニーズが減
少した物件である。構造はしっかりしており、賃貸契約と管理は良好であるが、建物の築年数やデザ
インを要因として機能的に陳腐化し、システムに欠陥があることが多い。C クラス物件は通常、築年
数が経過し、改築されていない物件である。 
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所有者による物件への再投資の標準的な水準は、A クラスが最も高く、C クラスが最も低い。ただし、
物件のリポジショニングを意図した購入などの例外もある。 

物件タイプのリスク・スペクトラム 

運営に関する要素が重要となる物件タイプ（高度介護施設、介護付き住宅、フルサービスホテル、リ
ミテッドサービスホテルなど）をリスク・スペクトラムにおいて高リスクにあるとみなす。幅広い投資家を
持ち、管理集約度や資本集約度の低い物件タイプ（共同住宅、トレーラーハウス・パーク、トランクル
ームなど）は、リスク・スペクトラムで低リスクに位置づけられる。 

平均賃貸期間/賃貸契約更新リスク 

平均賃貸期間は物件タイプにより異なり、収入が市場リスクに晒される要因となる。ホテルの賃貸期
間は実質的に 1 日単位であるのに対し、共同住宅は通常年単位である。ただし、月単位で賃貸され
る共同住宅もある。リテール物件やオフィス物件の賃貸期間は通常 5 年から 20 年である。賃貸期
間が短い物件はキャッシュフローの変動性が高くなる可能性があり、賃貸期間が長い物件では通常、
テナント契約更新費用が少なくなるため、キャッシュフローが安定する。 

平均賃貸期間にかかわらず、テナント維持率が高い物件では契約更新費用が少なくなるため、キャ
ッシュフローの変動性が低下する。 

アモチゼーション期間が設定されたローンの場合、賃貸期間が超長期であればアモチゼーションが
行われる可能性が高くなるため、バルーンペイメントに係るリスクやリファイナンスリスクが低下しうる。 

とはいえ、平均賃貸期間が比較的短い物件タイプの中にも、リスク・スペクトラムで低リスクに位置づ
けられるものがある。共同住宅は通常、賃貸契約更新率が高いため、更新費用が低減される。トラ
ンクルームは月単位で賃貸されることが多いが、テナントの多様性、費用の安さ、資本集約度の低さ
を要因として、リスク・スペクトラムで低リスクに位置づけられる。 

賃貸契約の更新が集中すれば、NCF が過度に圧迫される可能性がある。契約更新は平均賃貸期
間全体にわたって均等に配分されるのが理想的である。実際には、新築物件の賃貸契約は同時に
結ばれることが多く、そのため契約更新も一時期に集中してしまう。市場の標準的な更新率は、物件
の状態、立地、市況、物件タイプによって 50%から 70%の範囲になる。 

資本集約度 

物件を優良な状態に保つことは、賃料や稼働率を維持するために不可欠であるため、ムーディーズ
の NCF には各アセットクラスの資本集約度を反映させる。 

いくつかの物件タイプは、キャッシュフローを維持するために他の物件タイプより多額の資金を必要と
する。ホテルは営業基盤と競争力を維持するため、5 年から 10 年ごとに改築計画（property 
improvement plan: PIP）を実行し、ソフト、ハードの両面で設備を更新する必要がある。オフィスビルで
は賃貸契約更新時に改装費や賃貸仲介手数料を支払うための資金が必要となる。また、オフィス
物件は機能や技術の陳腐化に伴い、定期的に多額の資金注入が必要となる場合もある。 

必要資金が比較的少ないため、幅広い投資家を持つ物件タイプもある。トランクルームはほとんど資
金を必要としない。産業用物件には、契約更新時に多額の改装費が必要とされるオフィススペース
がほとんど、もしくは全くない。ただし、一般に賃貸仲介手数料は必要である。共同住宅も、テナント
更新時の塗装や清掃のコストが低いため、必要資金は小さい。 

CRE CLO についてはほとんどのケースで、プロジェクトの将来の資金調達が計画通り行われ、予定さ
れた作業が適時に完了していると想定して、安定した竣工ベースで将来の資金調達額を推定する。 
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財務流動性 

満期日に幅広いリファイナンスの選択肢があり、様々な調達源から容易に資金調達できる CMBS や
CRE CLO の裏付ローンの対象物件には、低い物件グレード/キャップレートを付与する。典型的な民
間レンダーとして、生命保険会社、年金ファンド、CMBS や CRE CLO のレンダー、オポチュニティファ
ンド、ヘッジファンド、プライベートレンダーが挙げられる。これらのレンダーは一般に、オフィス、リテー
ル、共同住宅、トレーラーハウス・パーク、トランクルーム、産業用物件に融資する。ホテルを融資対
象とするレンダーもいる。テナントリース施設、介護施設、その他の特殊な物件タイプには、それらに
特化したレンダーがおり、関連セクターに関する専門知識と経験を有している。共同住宅は現在、政
府出資企業のファニーメイとフレディマックからも資金調達できることにより、財務流動性を高められ
るという利点がある。 

新規物件開発のリードタイムと複雑性 

需給のミスマッチを悪化させる要因はどのようなものであれ商業不動産のキャッシュフローの変動性
を高める。例えば、一部の法域では詳細で長期にわたる許認可手続きを要し、新規物件の市場供
給までのリードタイムが長くなる。竣工時に着工時と同じ需要があるとは限らない。 

新築工事のリードタイムの長さや他の制約要因により、市場賃料と空室率の振れ幅も大きくなりうる。
需要が供給を上回れば、賃料が持続可能な水準を超えて上昇し、空室率は人為的な低水準まで
低下する。このような需給バランスが不均衡な時期にスペースを必要とするテナントは、需給均衡時
に賃貸契約を結ぶテナントより高い賃料を支払うことを余儀なくされる。賃料が人為的に高い水準に
あればテナントのデフォルトリスクが高まる。 

参入障壁が高いため、物件の建築が難しい市場もある。物件に適した土地の入手可能性や厳格な
建築規制などが一般的な参入障壁となる。これらの要因は需要増加に対応して迅速に供給を増や
す能力を制約しうる。 

開発期間の長い物件タイプの場合、より長期にわたり市場の需給が不均衡となる可能性がある。フ
ルサービスホテルや大規模な地域型ショッピングモールの建設は、トランクルームや産業用物件より
長期を要する。オフィスビルの建設は共同住宅より長期を要する。そのため、需要が最高水準にある
時期に新築物件の供給が間に合わない可能性がある。 

立地 

立地は物件の価値にとって重要な要因である。ただし、立地の相対的評価額は時間の経過とともに
変動しうる。評価額が変動する可能性はあるものの、立地と評価額については次のような傾向がみら
れる。 

第一に、需要の強い市場の一等地に所在する物件は、同じ市場にあるが立地条件で劣る物件や、
二次、三次市場のすべての物件より高いパフォーマンスを示す傾向にある。 

第二に、郊外より市街地の立地が好まれることが一般的である。ほとんどの都市で、市街地市場の
需要は長期的に安定性が高く、需要はタイトである。テナントは、雇用基盤が大きく安定し、周辺地域
への交通の便も良い市街地を好むことが多い。供給過剰を妨げる物理的、経済的および法的参入
障壁は、ローンの信用力を高めうる。 

第三に、類似物件や補完的用途を持つ物件に近接していれば、立地の魅力が高まり、物件の収益
性の向上につながる。貸主は、近接性から得られる利便性をより高い賃料に反映させ、利益を得る
ことができる。同様に、大学キャンパス内にある、もしくはキャンパスに隣接する学生寮は、キャンパス
から遠い同種の施設より高い賃料を設定できるのが一般的である。 
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管理とスポンサーシップ 

物件グレード/キャップレートを付与する際には、管理（賃貸を含む）とスポンサーシップの質といった
定性要因も考慮することがある。 

優良な管理会社は管理する物件タイプと市場に関連した経験を有する。経験豊富なマネージャー
は運営の効率化を図ることができ、結果として費用を削減できる。テナントの問題への迅速な対応に
熟達したマネージャーがいれば、テナント維持率が上がり、テナント更新コストを抑えられる。賃貸仲
介業者との良好な関係も重要である。可能な限り広範なテナント候補と接触し、物件を最良の状態
で見せることは、高い稼働率と賃料を維持する上で重要な要因である。 

NCF を維持し、増加させるためには、スポンサーシップも重要となりうる。初期および継続的な設備
投資という形での所有者による物件へのエクイティ投資は、その資産に対するコミットメントを示す指
標の 1 つとなる。また、スポンサーにとっての物件の性質（中核資産か非中核資産か）、物件の履歴、
賃貸借を行う地域社会やテナントとの関係、他に所有する不動産の財務内容や性質も、将来の
NCF の持続可能性に影響を与える。 

証券化された商業不動産ローンのほとんどはノンリコースであり、スポンサーは返済に問題が生じたロ
ーンをサポートするか否かを経済的合理性に基づいて判断する傾向がある。しかし、スポンサーが
担保物件をサポートすることに経済的な意味があれば、そうするための資金と管理の専門的知識を
有している場合、他の条件がすべて等しければ、信用上ポジティブである。 

市場優位性 

どのようなタイプの物件であれ、長期的に市場優位にあることが示された物件は通常、スペクトラム
上で最も低い物件グレード/キャップレートが適用される。ある物件が市場競争力を持つことには様々
な理由がある。人口密度が高く富裕な商圏にある地域型ショッピングモールは、テナントとアンカーテ
ナントを適切な比率で組み合わせることにより、その市場で最高水準の売上高を得られ、その結果と
して、複数の新規競合がいる低迷市場の古い地域型ショッピングモールに比べ、キャッシュフローの
変動性が低くなる。オフィス物件の場合、多様で教育水準の高い大規模な雇用基盤がある主要大
都市圏に立地していれば、長期的に NCF の安定性が非常に高くなる。そのような主要市場で優位
にある物件は、所有者が可能な限り高い賃料を要求し、代替不可能な立地にあり、独自のアメニテ
ィやビルシステムを提供している場合がある。 

市場の需給 

地域市場サイクルからみた物件の契約更新リスクを評価することは、持続可能な NCF の導出におけ
る重要なステップである。需給が不均衡な市場では、空室率と賃料が大きく変動しうる。ムーディー
ズによる米国不動産市場の四半期 RYG 評価は、主要市場における主要物件タイプの短期的な需
給の特徴を評価するために用いることがあるツールの一つである。また、第三者による市場予想をレ
ビューし、実地検証を通じて個別市場のパフォーマンスを深く分析することもある。最後に、需給に影
響し得る次のような他の要因を検討するのが一般的である。 

» 物件の最大限かつ最適な用途 

» 重要な公共政策の発表（軍事基地の閉鎖など） 

» 現在の使途もしくは別の使途に対する地域社会のサポート 

» 建築規制のインセンティブ 

» 税の減免 

» 賃料抑制/賃料安定化規制 

» 土地利用制限契約 

投機目的とみられる物件に対しては通常、高い物件グレート/キャップレートを適用する。 
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オペレーティング・レバレッジ 

オペレーティング・レバレッジが低い物件タイプは通常、オペレーティング・レバレッジが高い物件に比

べリスクが低い。オペレーティング・レバレッジの差異は不動産市場の堅調さ（賃料の高い市場では

オペレーティング・レバレッジが低いことが多い）と、特定の物件タイプの管理集約度と相関することが

多い。オペレーティング・レバレッジが高いほど、減収が利益に響きやすくなり、NCF の変動性が高ま

る。例えば、経費率 75%で営業しているホテルの収入が 10%減少すれば、オペレーティング・レバレ

ッジは 83%に上昇し、NCF は 40%減少する。これに対し、経費率 25%の産業用物件の収入が 10%
減少すれば、オペレーティング・レバレッジは 28%に上昇し、NCF は 13%の減少にとどまる。 

下表は、完全所有権物件のオペレーティング・レバレッジを物件タイプ別に例示したものである。 

図表 4 

米国とカナダの物件タイプ別オペレーティング・レバレッジ 

物件タイプ オペレーティング・レバレッジの標準的なレンジ 

産業用 25% - 30% 

リテール 30% - 35% 

共同住宅 35% - 40% 

オフィス 45% - 50% 

リミテッドサービスホテル 65% - 75% 

フルサービスホテル 70% - 75% 
出所: Moody’s Investors Service 

 
借地権を担保とするモーゲージのオペレーティング・レバレッジは、完全所有権を担保とするモーゲ
ージのオペレーティング・レバレッジより高い。ボラティリティの高さを織り込むため、同じタイプの物件
について地代の有無に応じたクレジット調整を行い、調整前キャップレートをどの程度引き上げる必要
があるかを決定する。 

売却市場の流動性 

ある物件タイプの売却市場の厚みと幅が、その物件タイプの物件グレードに結びついたキャップレート
に影響を与える。これは、売却によるローン返済の可能性を示すからである。例えば、小・中規模共
同住宅には適格なバイヤーが多数存在するが、ホテルや介護施設を所有・運営したいと思う適格な
バイヤーははるかに少ない。共同住宅の売却市場の流動性は高いため、一定の質を持つそうした物
件のキャップレートは、同等の質を持つホテルや介護施設より低くなる。 

ニューヨークやサンフランシスコといった主要大都市圏の物件売却市場は、国内外の投資家が参加
しているため、非常に厚みがある。そうした市場の質の高い物件のローンについては、信用サイクルの
どの局面でも資金が流れ込みやすいため、キャップレートまたは信用補完水準に追加調整を施す可
能性がある。 

1 つのポートフォリオが共同担保（クロスコラテラル）やクロスデフォルトの対象となるローン・グループ
で構成されている場合、個別ローンのコストは比較的低いが、それに比べてポートフォリオの総コスト
が高くなるため、一般にそのようなポートフォリオ全体の購入を検討するバイヤーは少なくなる。しかし、
少数の適格なバイヤーが、重要な資産基盤を確保するためにプレミアムを支払う可能性がある。物
件グレード/キャップレートを決定する際は通常、ポートフォリオが完全なまま売却される可能性と分
割して売却される可能性を考慮する。 

賃貸契約 

賃貸契約の内容は、物件の評価額の持続可能性を決定する重要な要因である。賃貸期間、多様
性、テナントの信用力、使途の性質、スペースの利用方法（単一テナントか複数テナントか、ダイレク
トリースかサブリースか）、既存テナントの競合物件への移転しやすさ、既存テナントに代わるテナント
候補の厚みと幅などの要因次第でキャッシュフローの変動性が高まる可能性がある。 



 

17 MARCH 7, 2022 
 

COMMERCIAL MBS 

 
 

クロス・セクター格付手法：CMBS/CRE CLO 格付手法で用いる持続可能なネットキャッシュフローと評価額 
 

政策/規制リスク 

高度介護施設は政策・規制リスクが高いことを一因として、他の CMBS 担保物件より高いキャップレ
ートを付与する。介護施設の経費率は高いため、メディケアやメディケイドの給付率の小幅な変更で
も、高度介護施設のキャッシュフローは大きく変動しうる。また、供給を管理するための認可や必要
認定証（CON）は、政府の見直しにより取り消されることがある。権利の譲渡に伴う CON の更新には
州機関の承認を必要とする。 

デフォルト時回収率の変動性 

回収率の変動性の高い物件タイプには、より高いキャップレートを付与する。例えば、高品質の共同
住宅には通常、不動産市場サイクルの底における市場評価額がピーク時の市場評価額を大きく下
回るホテルより、低いキャップレートを付与する。共同住宅の評価額（およびデフォルト時回収率）は
ホテルに比べはるかに変動性が低い。 

複数用途物件/ポートフォリオ 

複数用途物件は用途の組み合わせから得られるシナジーの恩恵を受ける可能性があり、複数用途
物件ポートフォリオは完全相関の関係にない物件のクロスコラテラル条項やクロスデフォルト条項の
恩恵を受ける可能性がある。いずれのケースでも通常、物件もしくはポートフォリオの収入を構成要
素別に分解し、各構成要素のキャッシュフローの持続可能性を反映させた物件グレード/キャップレ
ートを使用する。例えば、オフィスビルの中にはリスク特性の異なる複数の構成要素を持つ物件があ
る。ビルの屋上の展望台から得られる収入の質と持続可能性は、信用格付を有するテナントとの長
期オフィス賃貸契約から得られる収入とは大きく異なりうる。同様に、1 階のリテール店舗からの NCF
の質と持続可能性は、地下駐車場とは大きく異なりうる。ある構成要素からの NCF がビル全体から
の NCF の大きな割合を占めており、その構成要素の NCF の持続可能性に対するリスクが他の構成
要素と異なる場合、通常は各構成要素に固有のリスクに相応した物件グレート/キャップレートを適用
した後、物件グレード/キャップレートの加重平均を算出する。 

過剰供給 vs. 過剰貸付 

供給が抑制され、好不況の波がない、もしくは小さい市場に対し、過剰供給が行われたことがある供
給が抑制されない市場の物件には、より高い物件グレード/キャップレートを付与する必要がある。こ
れまでの市場暴落は、過剰レバレッジもしくは過剰供給に起因している。 

ムーディーズの物件グレード/キャップレートのマトリックスは資金がだぶつく可能性を考慮しており、推
定 NCF は物件スペースの供給増加のリスクを考慮している。これらはストレスが加わった状態を正
常化する要素を導入するものであるが、潜在的なストレスシナリオを検討する格付プロセスにおいて、
適用する信用補完やトランチングを決定するための起点に過ぎない。 

ムーディーズの物件グレード/キャップレートのマトリックスは、過剰貸付のリスクに直接対応するもので
はない。過去の過剰貸付は、特定の市場や物件タイプではなく、経済全体にみられる特徴であった。
とはいえ、市場レバレッジの絶対水準と、市場レバレッジとムーディーズのレバレッジの差は、市場の
過剰流動性を示している場合がある。 

特殊な物件 

特殊な物件を商業不動産として評価することができるかどうかを判断するため、代替用途への転用
の可能性を検討する。例えば、移動通信用鉄塔には通常、代替用途がないため、CMBS の担保物
件として評価できない。一方、銀行支店、コロケーションセンター、データセンター、卸売センターなど
は一般に他用途に転換できるため、CMBS の担保物件として評価することができる。特殊な物件を
CMBS の担保物件として評価する場合、代替用途への転換可能性を物件グレードとキャップレートの
判断材料の一つとして検討する。 
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ムーディーズの評価額 

このセクションでは、ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワーCMBS 案件、コンデュイット
/フュージョン型 CMBS 案件、CRE CLO 案件の評価に用いられる物件評価額（ムーディーズの評価
額）の導出方法を説明する。 

ローン・レベルの分析では以下の項目の 1 つ以上を検討する。 

» 市場評価額 

» 安定した市場評価額 

» 保険価額 

» 評価額 

とはいえ、ムーディーズが MLTV の算出の際に依拠するのはムーディーズの推定評価額である。物

件評価額は、ラージローンおよびシングルアセット/シングルボロワー型案件とコンデュイット/フュージョ

ン型案件の格付アプローチにおける投入値となる。 

コンデュイット/フュージョン型案件のローンは通常、安定的な物件に対するローンであり、ラージロー

ン案件および CRE CLO 案件のローンは通常、増改築中の物件に対するローンである。安定的でない

物件に対するローンが、安定的な物件に対するローンとしてコンデュイット/フュージョン型案件のロー

ンプールに含まれている場合、デフォルト確率とデフォルト時損失率が大幅に上昇する可能性がある。 

キャッシュフローのバリュエーション分析に用いられる主要な市場アプローチとして、直接収益還元法

と割引キャッシュフロー（DCF）の 2 つがある。 

» 直接収益還元法は、単一年の収益を適切なキャップレートで割り戻すか、適切な係数を乗じる

かして、1 ステップで評価額を推定する方法である。 

» DCF 分析は、予想される収益と払い戻し額を特定の利回りを用いて現在価値に割り戻す方法で

ある。 

CMBS の裏付ローンは通常、安定した運営実績を持つ物件が担保となっているため、評価額の推定
には直接収益還元法を用いるのが一般的である。区分所有物件の改築や土地開発に対するローン
については、ローンのストラクチャーに似せるため DCF を用いる場合がある。ローンのデフォルト時や
不動産市場の混乱期には、直接収益還元法による評価額に加えて、もしくはその代わりに、本質的
価値あるいはフロア（担保価値がこれ以上落ち込むとは考えにくい水準）や、類似物件の売却事例
から導いた評価額を用いる場合がある。 

代替用途/最大限かつ最適な用途 

ムーディーズの評価額は通常、現時点の物件用途を想定して導出したものである。しかし、一部のケ
ースでは、代替用途を考慮して評価額を決定する場合がある。例えば、データセンターを評価する
場合、データセンターとしての利用継続を想定するのではなく、類似したオフィスや産業用物件の評
価額を検討する可能性がある。また、代替利用できる他の非中核物件タイプも評価する可能性があ
る。同様に、物件が現時点で最大限かつ最適な用途に用いられていない場合、代替用途に供する
ための改築に要する費用を認識した上で、最大限かつ最適な用途に基づく評価額を決定することが
ある。 

バルーンリスク 

ムーディーズの評価額を用いてバルーン返済時の MLTV を算出することができる。残存期間の長い
ローンの場合、これは、潜在的リファイナンスリスクの指標として、現時点の市場評価額より信用力を
反映しやすい。しかし、短期的なリファイナンスリスクに晒されているローンについては、金利/キャップ
レートの潜在的変動性が低下する可能性に鑑み、現時点の市場評価額に近い評価額を用いること
がある。物件の実際の売却額を推定することは、REO ローンや、スペシャル・サービシングに移管さ
れ短期で処分される可能性のあるローンの損失を推定する上でも有用である。 
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類似物件 

ムーディーズの評価額を導出するため、類似物件の評価を行う。類似物件には通常、同等の物件
グレード/キャップレートが適用される。その一方で、類似物件からの NCF は異なる可能性があり、市
場価額には差が生じる。それでも、ムーディーズが類似市場もしくは単一市場で類似物件の評価を
行えば、その評価額は比較対象物件の単位あたり評価額と近い金額になる（図表 5 参照）。 

図表 5 

物件タイプ別の比較単位 
物件タイプ 比較単位 

共同住宅 1 戸 

学生寮 1 部屋または 1 床 

トレーラーハウス・パーク 1 設置個所 

産業用 1 平方フィート 

トランクルーム 1 ユニットまたは 1 平方フィート 

リテール（アンカーテナントあり/なし） 1 平方フィート 

映画館 1 スクリーン 

オフィス 1 平方フィート 

混合用途 1 平方フィート 

介護付き住宅 1 戸 

高度介護施設 1 床 

ホテル 1 部屋 
出所: Moody’s Investors Service 

フロア評価額 

不動産市場サイクルのある時点で、物件本来の価値を示すフロア評価額を分析に用いる場合があ
る。フロア評価額は、一時的に NCF が落ち込んでも、市場参加者が支払うであろう比較単位当たり
評価額である。フロア評価額は、1 日単位で宿泊料が設定されるため需要の変動の影響を特に受け
やすいホテルに適用することが多い。例えば、市場下降局面ではホテルの収入が 25%以上減少す
る可能性があり、それに応じて市場評価額も低下しうる。市場評価額が再調達価額を下回るまでに
低下した場合、ホテル所有者/経営者は価格の変調を利用して事業拡大することができる。市場下
降局面でのホテルのリブランディング、リノベーション、リポジショニングは、景気回復時の再オープン
を期待させることにより、サイクルの底における評価額を大幅に高めることができる。他の物件タイプ
でも事情は似通っている。ムーディーズは、サイクルの底における実際の NCF から導出した評価額
より高いフロア評価額や、底打ち後に見込まれる評価額より低いフロア評価額を用いる可能性がある。
このフロア評価額は、再調達価額を大幅に下回ることが一般的である。通常は市場の売却状況をレ
ビューするか、取引例がない場合はバイヤーの行動を模倣した投資分析を行い、フロア評価額を確
認する。 

プロフォーマ収益 

ムーディーズの評価額は、エクイティではなく負債からみた評価額である。市場で用いられる慎重な
貸出基準では通常、パフォーマンスの低い物件を市場標準のパフォーマンスまで改善すること（資産
の安定化）はエクイティ面での取り組みであると認識し、実際の収益に基づく評価額のみに基づいて
アドバンシングを支払うよう指示される。とはいえ、ムーディーズが目的としているのは持続可能な
NCF と物件の信用プロファイルを反映した評価額を推定することであり、市場の賃貸物件を下回る、
あるいは上回る価値を反映させるため、ポジティブあるいはネガティブな調整を行う場合がある。 

CMBS 案件や CRE CLO 案件では、プロフォーマ分析に基づいて物件を取得するバイヤーへのローン
が含まれることがある。このようなプロフォーマローンは、安定した評価額と、まだ得られていない収益
に基づいている場合がある。一部のケースでは、レンダーが、評価額が定まっていない物件を取得
するための暫定的な融資手段としてしばしば短期の変動金利ローンを用いることにより、エクイティに
係るリスクをある程度低減できるよう案件を組成することがある。このようなタイプのプロフォーマロー
ンについては、不動産市場サイクルにおける物件の現時点の位置づけに鑑み、持続可能な NCF を
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重視して、ケース・バイ・ケースで評価する。ムーディーズは、プロフォーマ収益の実現と維持におけ
る実行リスクを踏まえ、これらの物件に NCF に平均を超えるヘアカットを適用することが多い。 

Lit/Dark 分析とストレスシナリオ分析 

単一テナントに全体もしくは大部分が賃貸されている物件は、そのテナントが賃料を支払えるか否か
というバイナリーリスクに晒される。ムーディーズは通常このタイプの物件を評価する際に、lit/dark 分
析を用いてこのバイナリーリスクを把握する。この分析では、2 つの推定評価額を導出し、それらをテ
ナント更新の確率に基づいて 1 つの推定評価額に融合する。第 1 の推定評価額（lit 評価額）は、テ
ナントの存続を想定した推定額である。第 2 の推定評価額（dark 評価額）はテナントの退居を想定し
た推定額である。スペースが空くまでの「ダーク・タイム」に関連した費用、改装費用（単一テナント用
ビルを複数のテナント用のオフィスビルに改装するなど）、改装費用引当金、賃貸仲介手数料を、市
場賃料と稼働率の想定に基づく安定した評価額から差し引く。場合によっては、lit 分析にウェイトを
付加できないほどバイナリーリスクが大きいため、dark 分析のみに基づいて評価することがある。 

通常、lit ベースと dark ベースに 2 つのキャップレートを適用して物件の評価額を算定する。一般的
に、dark 評価額の導出の方に高いキャップレートを適用する。例えば、lit 分析において、現時点で物
件の 100%がムーディーズにより投資適格等級に格付されたテナントに長期契約で賃貸されている
場合、低いキャップレートを適用する可能性が高い。 

継続的な利用可能性 

テナントの好みは時間とともに変化するため、需要のある物件と利用可能な物件が大きく異なる可能
性がある。商業不動産ではこれが新規物件の建設、改築、あるいは機能的に陳腐化した物件の取り
壊しにつながる場合がある。 
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付録 1: 資料集の内容 

ムーディーズに提供される情報には通常、以下のものが含まれる。 

» 鑑定書、市場調査、および/またはフィージビリティ・スタディ 

» 物件概要レポート 

» 環境レポートおよび/または環境保険契約 

» 残存耐用年数、繰り延べた保守管理作業の修正費用、資本的支出に備えた積立計画の詳細

を記したエンジニアリングレポート 

» 予測最大損失の詳細を記した地震リスクレポート（該当する場合） 

» 借地契約の概要（該当する場合） 

» ノートを含むプライマリーローン契約書、ローン契約書、信託証書またはモーゲージ証書、預金

管理（ロックボックス）契約、キャッシュ・マネジメント契約、ノンリコース保証、ボロワーの定款 

» 詳細なレントロール 

– 区画数または戸数 

– テナント名 

– 賃貸面積（平方フィートまたは戸数） 

– 各戸の間取り（例：1 ベッドルーム/1 バスルームの共同住宅、倉庫 90%/オフィス 10%の産

業用物件など） 

– 賃貸の開始日と終了日（賃料更改日を含む）と期間あたり賃料（フリーレントを含む） 

– 更新権（条件を含む） 

– 解約権（条件を含む） 

– 拡大・縮小権（条件を含む） 

– 共同テナント条項/期限前解約条項 

– 費用と公租公課の払い戻し方法（計算例を含む）と基準年の費用（年と金額、該当する場

合） 

– 光熱費払い戻しのタイプ 

– 収入を得られないスペースの表示（スタッフ用住戸、ビル倉庫など） 

– 共同住宅の場合、住居タイプ別の賃料・稼働率分析 

– 協同組合の場合、保守管理費、スポンサー・ユニット、投資家ユニットの表示、月次ポジテ

ィブ/ネガティブキャリーの表示 

– 地域型ショッピングモールの場合、アンカーテナントとインラインテナントの既存店売上高分

析、アンカーテナントとインラインテナントの賃料/売上高比率 

– 区分所有物件/ホテルの場合、賃料プールプログラムユニットの識別 

» 物件の過去の収入と費用の明細（通常 3 年間） 

– 年ごとの平均稼働率の表示 

– ホテルの場合、月次損益計算書と年初来損益の前年同期との比較 

» 経営管理者による収支見積もり 

» 保険証書および/または保険契約書および保険請求書の写し 

» 現在の不動産評価額と税の請求書の写し 

» 審査基準ネットキャッシュフローとそれに関する注記 
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» マネジメント契約 

» 賃貸契約 

» ホテル物件に限り、以下の情報を受領する 

– フランチャイズ契約 

– フランチャイズ査察報告書 

– ヒストリカルな月次稼働率と客室平均単価（ADR）（通常 3 年間） 

– 現在の STR レポート 

– 過去および将来の詳細な設備投資計画（通常、過去 5 年間の実績と将来 3 年間の計画） 

– 販売客室数と ADR の詳細を記した過去の市場セグメントレポート 

– 過去の予約状況と現在の予約状況を比較したグループのブッキングペースレポート 

– 宿泊拒否レポート/fill night レポート 

– 上位 10 顧客と宿泊室数レポート 

– マーケティングプラン・予算 

– 需要区分レポート（市場セグメント別の稼働宿泊室数と ADR） 

– ホテルのパンフレット 

– 米国外のホテルについては、過去に宿泊した米国人宿泊客とそれ以外の宿泊客の内訳

（米国のクレジットカード支払いが総収入に占める割合を含む） 

» 医療施設に限り、以下の情報を受領する 

– 現在有効の認可証の写し 

– 違反行為報告書 

– ノンコンプライアンスを理由とする医療費支払者の払い戻し拒否に関する報告書 

– 入居者調査 

– レビュー/アクションプラン 

» 改築と再開発 

– 再開発の範囲（物件の配置、アメニティ、増築など） 

– 建築規制、用途規制、占有率規制の順守状況分析 

– 再開発から安定運営までの詳細なタイムライン 

– 資金の調達源と使途の分析、偶発事象、予算超過、予算執行のタイミングを含む詳細な

再開発予算 

– これまでの再開発に係る経験を詳細に記したボロワーの履歴書 

– ボロワー/スポンサーの詳細な財務諸表 

– ボロワーのエクイティ出資の証左 

– 市場分析 

– 鑑定評価額（土地、現在の評価額、完成時評価額、安定した評価額） 

– ローン契約書と基本的なローン条件/ストラクチャーの概要 

› ローンの金額、タイプ（当初実行分か全額融資か）、金利、金利タイプ（固定/変動）、満

期日、デフォルト条項、その他の重要な条項 

› 積立金の概要とサイジング分析 

– プレリーシング（事前テナント誘致）分析 
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– マネジメント契約および/または賃貸契約の写し 

– 運営安定化時のプロフォーマ収支一覧表 

» キャッシュ・マネジメント条項の概要（ボロワーから債券保有者への資金の流れや、どこで資金が

留保されるかなど） 
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付録 2: ホテル 

ホテルは CMBS の担保プールに含まれる主要物件タイプの中で、最もリスクの高いものの一つである。
他の主要な中核物件とは異なり、ホテルは通常、長期賃貸契約を結ばず、客室はほぼ 1 日単位で
販売される。そのため、市況の変化に応じて価格が即座に調整され、キャッシュフローの変動性が高
まる。 

また、ホテルは中核アセットクラスの中で経費率が最も高い。フルサービスホテルとリミテッドサービス
ホテルの経費は総収入の 70%以上である。そのため、収入のわずかな減少が NCF の大幅な減少
につながりうる。 

ホテルは基本的に不動産を営業場所とするオペレーティング・レバレッジの高い事業であるため、経
験豊富で優秀な経営陣を必要とする。 

ホテル物件は資本集約的な性質（宿泊客の回転率が高く、施設の消耗が激しいため、客室や共用
部の改装を定期的に行う必要がある）を持つため、市場競争力を維持するためには、設備投資計画
に資金を提供できる経験豊富で資金力のあるスポンサーを必要とする。 

これらの要因は全てのホテルに影響するが、個々のホテルが供給過剰による業績悪化を回避しな
がら、継続的に需要を創出し、それに対応していけるかどうかは、物件タイプ、建物の現況、立地、
志向する市場にも左右される。 

物件タイプに表れるリスク・プロファイル 

ホテルのリスク水準は物件タイプに左右される。様々なタイプのホテルの中で、フルサービスホテル
は一般に最もリスクが低く、次いで長期滞在型ホテル、そしてリミテッドサービスホテルの順である。 

各物件タイプのリスク水準は、潜在的な新規供給、営業面での考慮事項、需要を左右する要因を
反映する。リミテッドサービスホテルが最も高リスクであるのは、他のタイプのホテルに比べ短期間で
建設できるため、参入障壁が低いことが一因である。フルサービスホテルの規模とアメニティを備え
た物件の開発期間は通常 18 ヵ月から 36 ヵ月であるが、リミテッドサービスホテルであれば僅か 12 ヵ
月で竣工可能である。リミテッドサービスホテルは通常、比較的狭い敷地でも建てられ、建設費用も
比較的安く、資金調達も容易である。会議室、レストラン、バー、ジム、スパを備えたホテルは、オペ
レーショナルリスクを管理するために、より経験豊富な経営者を必要とする。フルサービスホテルは
多くのアメニティを提供しているため、通常、より多様な顧客層のニーズを満たすことができ、団体客、
法人顧客、観光客を惹きつけることができる。リミテッドサービスホテルは一般に、より狭い顧客層を
対象とする。 

このリスク評価は大体においてあてはまるが、少数の例外もある。需要が多い都市市場の中には、リ
ミテッドサービスホテルがフルサービスホテルと直接競合しているところがある。そうした市場では、リミ
テッドサービスホテルがフルサービスホテルを若干下回る水準の販売可能客室一室当たり売上高
（RevPAR）を得られる一方で経費は少なくてすむため、高い利益率を確保できる。物件タイプの区分
はリスク評価において有用であるが、ムーディーズの分析ではサブマーケットや物件固有の状況を考
慮し、画一的なアプローチをとることはしない。 

長期滞在型ホテルはフルサービスホテルやリミテッドサービスホテルに比べ、回転率が低いため、運
営状況の変動性が低い。また、長期滞在型ホテルの営業利益率は、同等の短期滞在型ホテルより
高い傾向にある。例えば、滞在期間が長いため、比較的少ないマーケティング費用でも、同等の短
期滞在型ホテルと同水準の稼働率を達成するには十分な場合がある。また、客室清掃が毎日では
なく一滞在毎あるいは一定期間毎に行われる場合、客室費用も低くなる可能性がある。ムーディー
ズは長期滞在型ホテルのレビューにおいて、個々のホテルがアメニティや実際の RevPAR の水準と
いう観点からみて、フルサービスホテルやリミテッドサービスホテルに対しどのような位置づけにあるか
を考慮し、物件ごとにオペレーティング・レバレッジの効果を調整している。 
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利用客の嗜好に基づく市場区分 

ホテルは志向する市場により異なり、ホテル業界ではホテルの機能もしくはターゲット市場と価格帯
に基づいてホテルを分類している。 

このような分類は排他的なものではなく、１つのホテルが複数のカテゴリーに分類されることもある。
例えば、リゾートホテル並みのアメニティを幅広く備えたハワイの高級コンベンションホテルは、リゾート
トホテルとみなすこともできる。 

ムーディーズは、持続可能なキャッシュフローへの寄与度という観点から、ホテルがどのような市場
を志向しているかを検討する。通常、ホテルが志向する市場を踏まえ、ホテルが供給増加の影響を
低減し、安定した顧客基盤を維持できるかどうかを評価する。例えば、都市のコンベンションセンター
に隣接する客室数 2,000 のコンベンションホテルと同じような物件を容易に短期間で建設することは
できない。そのため、こうしたホテルは新規供給のストレスに晒されない。一方、郊外のハイウェイホ
テルの場合、宿泊客はそこを通過する旅行者に限られ、需要に多様性がなく、交通パターンの変化
からマイナスの影響を受ける可能性がある。 

供給が増えても、価格帯やターゲット市場が異なれば、直接的に競合することはないが、市場全体
のパフォーマンスには影響が及ぶ。例えば、主に法人需要に対応し、レジャー事業の規模は小さい
市街地のフルサービスホテルの場合、サブマーケットにおいて長期滞在型ホテルやリミテッドサービ
スホテルの供給が増えても、マイナスの影響を受けにくいだろう。しかし、そのような新規開業ホテル
がフルサービスホテルのレジャー事業のシェアを奪おうとする可能性はある。ムーディーズは、新規
開業ホテルの「商品」に競合性がないとみられる場合でも、需要区分の重複を検討することがある。 

ブランドとの提携が需要を喚起 

CMBS 案件の対象となるホテルの大部分が、全国的に認知されたブランドや、より多くの利用客を獲
得するのに役立つ予約システムを持つブランドと提携している。ローン期中にフランチャイズ契約が終
了し、その後のローン期間に同等の全国的に認知されたブランドまたは予約システムを持つブランド
と提携を維持することを要請する条項がローン契約書に明記されていない場合、通常は持続可能な
ネットキャッシュフローと評価額にネガティブな調整を適用する。ブランドを喪失すれば、予約がすぐさ
ま大幅に減少する可能性があり、ムーディーズはこれを分析に反映させる。 

ムーディーズの NCF 

客室売上 

客室売上はホテルの売上構成において最大の割合を占めるため、ホテルの持続可能な NCF を算
出する上で客室売上の分析は非常に重要である。客室売上を算出するため、通常、ホテルの安定
した稼働率と ADR を推定し、それを RevPAR に変換する。そうすることで、他のホテルとの比較が容
易になる。 

安定した RevPAR を導出するため、通常、ホテルの実績と RevPAR の年成長率を、競合ホテルと比
較して分析する。競合グループ内のランキングに加え、ホテルの RevPAR を競合ホテルの平均
RevPAR で除して算出する利回り指数（RevPAR ペネトレーション率）を、グロス金額とトレンドの両面か
ら検討する。ペネトレーション率 100%は、ホテルの RevPAR が競合ホテルの平均 RevPAR と等しいこ
とを示す。100%を上回るペネトレーション率は、そのホテルが競合より優れていることを示し、100%
未満であれば劣っていることを示す。とはいえ、宿泊需要の減少により、市場平均 RevPAR の実際の
グロス金額は過去 3 年にわたり減少している。この場合、安定した RevPAR を導出する上で、RevPAR
ペネトレーション率より市場トレンドを重視する。 

RevPAR ペネトレーション率は、競合グループにおけるホテルの一時点のランキングを示す有用な指
標である。しかし、このペネトレーション率は、競合ホテルではないホテルを計算に含めたり、競合ホ
テルを除外したりすることによって操作することができる。したがって、理想的な競合グループには（1）
立地が近いホテル、（2）同等の設備を持つホテル、（3）同じ需要層をターゲットとするホテル、（4）分
析対象のホテルより RevPAR が高いホテルと低いホテルの両方を含めるべきである。 
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稼働率、ADR、RevPAR、RevPAR ペネトレーション率といった営業実績の指標は、需要水準の測定に
役立つ。しかし、ホテル市場の強さを判断するためには、需要と供給の両面を評価しなくてはならな
い。供給増加に影響する要因として、開発用地と資金の利用可能性、建設費用、開発承認手続き
に要する期間や承認を得る難しさが挙げられる。 

競合グループとの比較と RevPAR ペネトレーション率は、競争の現状分析の始点となる。競争状況は
ホテルのタイプによってさらに区分することができる。 

新規供給 

市場に新規供給があれば、競合ホテルのランキングが変わる可能性がある。新規オープンのホテル
は競合グループの上位にランクされる可能性が高い。ただし、ムーディーズの定義する新規供給に
は全面的なリポジショニングを実施した物件も含まれており、そうした物件は競合グループのランキン
グにおいて新規オープンのホテルと同様の影響を持つ場合がある。 

ムーディーズは新規供給や既存競合ホテルの大規模なリポジショニング計画の影響を評価するた
め、通常、新規供給を考慮した安定した市場レベルの RevPAR を推定し、新たな競合グループにお
けるホテルのランキングを見直し、ペネトレーション率の低下あるいは上昇を予想する。ムーディーズ
は通常、市場、競合グループ、需要喚起要因に関する詳細な分析を全国的に認知された企業から
受領し、それを利用して新規供給の内容を十分に理解し、評価に織り込む。 

キャッシュフロー分析 

ムーディーズがホテルの信用分析において検討する第一の要素はキャッシュフローの持続可能性で
ある。持続可能な NCF を導出する際に、アンダーライターによる収入、費用、什器備品の積立金の
予想を検討する。次に、実績、過去および将来の市況、ならびにムーディーズの判断に基づく他の
要因を考慮して必要な調整を施す。 

ムーディーズによるホテルのキャッシュフロー分析では通常、当月の年初来実績もしくは過去 12 ヵ
月の実績の前年同時期との比較に加え、NCF の過去データを検討する。過去の営業収入・費用に
ついては、グロス金額、部門別総収入に占める割合、販売可能客室当たり（PAR）収支、稼働客室当
たり（POR）収支を評価するのが一般的である。 

ムーディーズは市場と同じ手法で POR、PAR および比率をホテルのキャッシュフロー分析に織り込む
ことが多い。ホテルの収入は稼働率に連動して変動する傾向がある。POR 分析を行うことにより、稼
働率の変動に伴う総売上の増減を取り除くことができるため、単純にグロス金額を評価するよりも正
確な状況を把握できる。POR 分析が最も有用なのは、稼働率の変動が大きいホテルを稼働率が安
定的なホテルと比較して評価する場合や、インフレに伴う平均客室単価の上昇を評価する場合であ
る。これに対し、PAR 分析は配賦不能費用を評価するのに役立つ。配賦不能費用はホテルの営業
を維持するための費用であるため、大部分が固定費用であり、稼働率の変動の影響を受けにくい。
また、部門別費用を除き、すべての収入と費用の総収入に対する割合を評価するのが一般的であ
る。部門別費用は通常、部門別収入に対する割合として評価する。 

部門別の収入と費用 

部門別の収入と費用は、宿泊、飲食、電話、その他小規模な事業部門の収支であり、稼働率に伴
って変動する。そのため、ムーディーズは POR に基づいてこれを評価する。部門別費用は営業費用
であり、推定収入に応じて調整する必要がある。ムーディーズはこれを POR および当該部門の収入
に対する割合に基づいて分析する。 

しかし、部門別費用は稼働率に完全に連動して増減するわけではない。例えば、ホテルは毎日の客
室清掃や共用スペースの維持のために最小限のスタッフを維持する必要があるため、客室費用は
その約 50%が固定費となっており、稼働率が低下してもある時点で減少が止まる。図表 6 は、部門
別費用に占める固定費のおおよその割合を示したものである。 
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図表 6 

部門別費用に占める固定費の割合 

部門別費用 % Fixed 

宿泊 50% - 60% 

料飲 55% - 65% 

その他 異なる 
出所: Moody’s Investors Service 

 

宿泊部門の収入と費用 

客室関連収入はホテルの業績、ひいては価値を示す非常に優れた指標である。しかし、宿泊施設
は 1 日ごとに単価が決められるため、業績の周期性と変動性が極めて大きい。そのため、ムーディー
ズは周期性/変動性を通して見たコアの業績を把握するよう努めている。例えば、市場に歪みがある
時期は、ムーディーズの RevPAR が直近の年の実績と等しくなる可能性は低い。市場の歪み、例え
ば、航空会社のストを要因としてエアポートホテルの RevPAR が一時的に減少した場合や、スーパー
ボウルのような 1 回性の地域イベントから生まれる需要増加により RevPAR が増加した場合、この種
のイベントは一般的なものでも定期的なものでもないため、これによって生じたキャッシュフローの変
動には持続性がない。ムーディーズはこのような 1 回性のイベントの影響を切り離し、それに関連す
る収入と費用を持続可能な NCF の推定額から除外するよう努めている。 

また、持続可能な NCF を推定する際に、業界のトレンドやホテル個別の改善を検討する。例えば、
あるホテルが全国的な市場拡大あるいは縮小の影響を受けている場合、経済がより安定した年の
業績を用いる。需要の低迷期には価格交渉力が弱まるが、景気回復期には、特に新規供給が限ら
れている場合、稼働率と ADR が急速に上昇しうる。したがって、不動産市場がサイクルのどの局面
にあるかによって、ムーディーズが推定する持続可能な RevPAR が足元の RevPAR を上回ることも下
回ることもある。最近の経営陣の交代や大規模な設備投資を要因とする RevPAR の増加といったホ
テル個別の改善は、継続的で持続可能とみなす可能性が高い。 

宿泊部門の費用には、フロント、客室清掃、ベルスタッフ、ランドリーの人件費や福利厚生費が含ま
れる。その他の費用として、リネン、清掃用品、客室アメニティ、ユニフォーム、予約費用、旅行代理
店手数料などがある。一般に客室費用は客室収入の 20%から 30%に相当し、過去の水準や市場
水準に応じて調整される。第三者が運営するホテルで客室費用を客室収入の 20%未満で維持す
ることは不可能である。ムーディーズは通常、過去の実績、類似ホテルの水準、業界標準に基づい
て客室費用を推定する。 

料飲部門の収入と費用 

料飲部門の収入は、ホテルのレストラン、カフェ、ラウンジ、宴会施設、ルームサービス、パブリックル
ームのレンタルに関連した売上から生み出される。フルサービスホテルの場合、タイプにより異なるが、
料飲部門の収入は一般的に総収入の 15%から 25%を占めるとみられる。一方、複数の飲食店舗を
持つリゾートホテル、コンベンションホテルや都市型ホテル、あるいは大規模な宴会・ケータリングサ
ービスを提供するホテルの場合、料飲部門の収入が総収入の 40%から 50%にもなることがある。ム
ーディーズは通常、ホテル顧客以外の顧客による多額の利用を調整した上で、過去の業績に基づ
いて料飲部門の収入を推定する。 

持続可能な NCF の導出にあたっては通常、非伝統的な種類の料飲の収益・費用マージンを調整し、
高いリスクを反映させるため、より高いキャップレートを用いる。飲食店舗は伝統的に、宿泊客の便宜
を図るために必要とされる比較的採算性の低いコストセンターである。しかし、ルーフトップ・バーのあ
る都市部のホテルのように、飲食店舗が重要なプロフィットセンターになっているホテルもある。こうし
たホテルの多くは、飲食店舗において食事よりも利益率の高い酒類の売上比率が高く、伝統的なホ
テルに比べ料飲部門の収入に偏りがみられる。しかし、非伝統的な収入源から得られる料飲部門の
収入に依存することは、最終損益の変動性を高め、長期的にみればより高リスクである。 

ムーディーズは通常、過去の業績、類似したホテル、業界標準に基づいて料飲部門の費用を推定
する。フルサービスホテルの場合、料飲部門の費用は通常、部門収入の 70%から 80%に相当する
が、この比率はホテルによって大きく異なりうる。料飲部門の収入の大部分を宴会から得ているホテ
ルは、経費と人件費が低く抑えられるため、一般に利益率が高くなる。飲食施設を第三者の事業者
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に賃貸しているホテルは、賃貸契約によってマージンリスクが移転するため、正味収益のみを計上す
る場合がある。 

その他事業部門/レンタルおよびその他の収益と費用（MOD） 

MOD には駐車場、インターネット接続料、宿泊客のランドリーおよび駐車サービス、ビジネスセンター
や売店のレンタル、リテール店舗、賃貸レストランなどの収入と費用が含まれる。ホテルによっては、
これらの項目とは別に、あるいはそれらの一部を含めて、1 日単位でリゾート・フィーを請求することも
ある。これらの部門からの収入は通常、総収入の 2%から 10%にあたり、大型のフルサービスのリゾ
ートホテルやコンベンションホテルでは、スパ、ゴルフ場、駐車場、カジノからの収入が総収入の 10%
を超えることもある。 

その他事業部門がホテルの営業に不可欠であり、ビジネスの誘致に貢献している場合は、ホテルの
継続的な事業の一部として扱う。しかし、NCF の中で伝統的なホテル事業には含まれない施設から
創出される部分に対し、より高いキャップレートを適用する可能性がある。 

配賦不能費用 

配賦不能費用とは特定の部門に配分できない費用であり、一般管理費、販売・マーケティング費、
光熱費、施設運営・維持費が含まれる。配賦不能費用の大部分は固定費用で、収入の変動と直接
の相関はない。図表 7 に、配賦不能費用に占める固定費の割合を示す。 

図表 7 

配賦不能費用における固定費の割合 
配賦不能費用 固定費の割合 

一般管理費 85% - 90% 

販売・マーケティング費 80% - 90% 

フランチャイズ料 0% 

保守管理費 0% 

水道・光熱費 85% - 90% 

施設運営・維持費 80% - 90% 
出所: Moody’s Investors Service 

 
ムーディーズは通常、総収入に対する割合として、販売可能客室単位で配賦不能費用を推定する。
例えば、総支配人の給与は通常、一般管理費に含まれる。ホテルの稼働率が大幅に低下しても、
総支配人の給与は変わらないため、一般管理費はほとんど変化しない。 

一般管理費 

一般管理費は通常、ホテルの実績と類似したホテルの業績に基づいて推定する。一般管理費は
85%から 90%が固定費で、通常総収入の 7%-10%に相当する。一般管理費には、総支配人、人事
担当職員、事務職員、コントローラー、会計担当職員の給与と関連費用が含まれる。一般管理費に
含まれるその他の費用として、クレジットカード手数料、ライセンス料・会費、オフィス用品、専門家報
酬、旅費、損害賠償保険料などがある。 

販売・マーケティング費、保守管理費、フランチャイズ料 

これらの費用の分析にあたって重視するのは、有能な第三者管理者を採用し、一定レベルの業績を
維持するために十分な水準の費用と報酬が配分されているかどうかである。 

市場ベースの保守管理費は通常総収入の 3%-4%に相当する。保守管理契約の中には、基本料
金を比較的低くし、パフォーマンスに連動する成功報酬を設定しているものもある。成功報酬の支払
いが債務返済に劣後する場合、通常は持続可能な NCF を導出する際に成功報酬を除外する。ま
た、保守管理の基本料金、販売・マーケティング費、フランチャイズ料の合計が市場相場と同水準
である場合も、成功報酬を除外するのが一般的である。成功報酬が発生した時点で計上され、リフ
ァイナンスや売却の際に支払う義務がある場合は通常、成功報酬を含める。 

販売・マーケティング費の総収入に対する割合は通常 5%-8%、フランチャイズ料は 2%-8%である。
しかし、ホテルチェーンに加盟しているが独立経営を行っているホテルの場合、販売・マーケティング
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費とフランチャイズ料の分類と区別が曖昧になることが多い。また、チェーン展開のホテルはブランド
使用料を保守管理費とマーケティング費に含めており、通常はフランチャイズ料を負担しない。 

販売・マーケティング費、フランチャイズ料、保守管理費はいずれもホテルの業績向上を目的として
用いられる費用であるため、通常はこれら 3 費目を合計した割合を推定する。ホテルの運営方式
（ホテルチェーン加盟か独立経営か、所有直営型か運営委託型・フランチャイズ型か）によって、総
費用は異なる。標準的なベンチマークとして、3 費目の総収入に対する割合が 10%から 16%の範囲
にあることが期待される。キャッシュフロー水準の高いホテルは、キャッシュフローの金額が大きいた
め、これらの費用の割合が低くても業績を維持できる可能性がある。リミテッドサービスホテルは、ホ
テルチェーン加盟と予約システムの便益を得るため、総収入の 16%以上をこれらの費用として支払
わなくてはならない場合がある。ムーディーズは通常、過去の費用合計を算定し、必要に応じて調整
を加える。 

水道・光熱費 

水道・光熱費には、電気、水道、廃棄物処理、下水、燃料等の費用が含まれ、通常、総収入の 3%
から 5%程度に相当する。大型ホテルチェーン事業会社の中には、長期契約による大口購入を交
渉できるところもある。ムーディーズは、ローン期中に事業者が交代する可能性を踏まえ、燃料関連
費用をケース・バイ・ケースで推定する。 

施設運営・維持費（Property Operations and Maintenance, POM） 

施設運営・維持費には、人件費と関連費用の他に、建物、敷地および設備の塗装・修繕費が含ま
れる。ムーディーズは通常、物件の現況、築年数、提供するアメニティのタイプ、設備投資の過去の
実績と将来の計画を考慮した上で、過去に発生した費用と業界平均に基づいてこの費用を推定す
る。施設運営・維持費は一般に総収入の 4%-5%に相当する。 

固定費 

固定費には通常、公租公課、保険料、地代が含まれる。公租公課は一般に現時点の評価額と税率
を基準とし、売却、リポジショニング、予想される収入の変動に関連した増額を想定して調整を加え
ることがある。また、税金が減額される場合や、税率引き上げが制限されている場合は、調整が必要
となる可能性がある。保険料については通常、十分な保険がかけられていると想定した上で、ホテル
が過去に支払った費用と現在の費用のいずれか大きい方を保険料とする。地代については、今後
発生する手続きを考慮した上で、ローン期間における安定した水準が反映されるよう地代支払いを
分析する。 

什器備品積立金 

ホテルは資本集約型事業であり、需要を呼び込む上で外観は重要である。宿泊客回転率が高いた
め、キャッシュフローと競争力を維持するには継続的な再投資が必要である。年間什器備品積立金
は通常、カーペット、寝具、カーテンやブラインド、収納家具、壁紙など収入増加に直接結びつかな
い物品の定期的な保守管理と更新に用いられるのが一般的である。年間積立金を超える、収入増
加に結び付く支出、例えば、高級ホテルから最高級ホテルへのリポジショニングなどは、ホテルのキ
ャッシュフロー計算書には反映されない。 

ムーディーズは通常、総収入と RevPAR に応じて、総収入の 4%から 5%相当が什器備品積立金の
標準的な市場水準とみている。RevPAR の高いホテルの場合、必要とされる什器備品積立金が総
収入の 4%に近いレンジとなる可能性がある。これは、客室単価が高ければ、什器備品に充当できる
金額も多くなるからである。必要とされる什器備品はホテルの耐用期間を通して一定ではなく、老朽
化に伴い増加するのが一般的である。ムーディーズは、ホテルの耐用期間中に必要資金が増加す
ると予想して、毎年の総収入の一定割合を積立金とみなす。 

収入・費用比率のガイドライン 

図表 8 は、標準的なフルサービスホテルとリミテッドサービスホテルのキャッシュフロー分析の始点と
なるガイドラインである。事業部門ごとに利益率が異なるため、ホテルの特徴によって収入構成も異
なり、それが NCF に直接的な影響を与える。例えば、宿泊部門は料飲部門より利益率が高い傾向
がある。したがって、料飲部門の収入構成比が高いホテルでは、総収入に対する NCF の比率が低く
なる。 
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図表 8 

標準的なホテルの収入・費用比率 
総収入に対する部門収入の比率 フルサービス リミテッドサービス 

宿泊 72% - 78% 93% - 95% 

料飲 17% - 20% 0% - 5% 

電話 2% - 3% 2% - 3% 

その他 異なる 異なる 

総費用に対する部門費用の比率 

宿泊 25% - 30% 20% - 27% 

料飲 75% - 80% 90% - 100% 

その他 異なる 異なる 

配賦不能費用 

一般管理費 7% - 8% 8% - 10% 

マーケティング費 5% - 6% 5% - 8% 

水道・光熱費 3% - 5% 3% - 5% 

施設運営維持費 4% - 5% 4% - 5% 

保守管理費 3% - 4% 3% - 5% 

フランチャイズ料 3% - 5% 5% - 8% 

総収入に対する固定費の比率 

固定資産税 実際の請求額 実際の請求額 

保険料 実際の請求額 実際の請求額 

什器備品積立金 4% - 5% 4% - 5% 

総収入に対する NCF の比率 20% - 25% 25% - 35% 
出所: Moody’s Investors Service 

ムーディーズの評価額 

適切なキャップレートの選択にあたり説明したものと同じ因数を適用し、直接収益還元法を用いてム
ーディーズのホテル物件の評価額を導出する。ホテルがリポジショニングのための大規模な改築を
実施中で、その間、客室のほとんどが長期にわたり稼働していない場合は、割引キャッシュフロー分
析を用いて評価額を導出することがある。この分析手法を用いることで、ホテルのリポジショニングに
要する多額の初期費用と、長期的に RevPAR と営業利益率に反映されるリポジショニングの効果を
評価額に織り込むことができる。 

ムーディーズは、NCF が一時的あるいは周期的な変動により、ムーディーズが持続可能と考える水
準から大幅に乖離した場合の評価額への影響を除去するため、ホテルの評価額に下限または上限
を適用することが多い。 
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付録 3: カジノ 

ムーディーズは通常、CMBS 案件の対象となるカジノをホテル物件の一要素とみなしている。 

伝統的な中核不動産物件に比べ、賭博施設は規制当局から厳しい監督を受けるため、カジノが付
属する物件へのローンについては、潜在的な代替事業者の数と質を考慮する必要がある。また、地
域市場分析では、長期的に持続可能な NCF を推定する際に、現在および将来の競争の他に、業
界全体のトレンドも考慮する。 

ムーディーズの NCF 

カジノ付きホテルについては、カジノ収益を宿泊需要の喚起や維持に寄与する補助的収益とみなす。 

厳しい規制を受けるセクターであるため、物件が所在する州や隣接州の規制変更がキャッシュフロ
ーに重大な影響を与える可能性がある。一般に、カジノの新規オープンは多大な新規需要を生むわ
けではないが、既存需要を変化させたり呼び込んだりする。さらに、賭博免許は特定の事業者と施設
に付与される。ローンの担保実行には追加の手続きが必要となり、それによって営業が中断される可
能性がある。 

ムーディーズは通常、ホテルのカジノの費用を過去の実績、業界指標、類似物件の分析に基づいて
推定する。カジノの費用はその他部門の費用に含める。 

カジノの顧客は最新のゲーム機を好むため、多額の改築積立金が必要とされることが多い。 

ムーディーズの評価額 

カジノからの純収益がホテル全体の NOI の大きな部分を占める場合や、カジノの業績変動がホテル
の業績変動から大きく乖離している場合、ホテルのカジノにはカジノ部分の分析を反映させたキャッ
プレートを適用する可能性がある。また、カジノの売上構成に基づき、同じキャップレートを適用する
かどうかを決定する。例えば、スロットマシーンの売上構成比が高いカジノは、テーブルゲームの売上
構成比が高いカジノに比べ、売上高が安定している。長期的な NCF の安定性と予測可能性や、予
想される競争環境の変化が重要な要因となる。カジノの収益と費用を要因として、物件の過去の
NCF の変動性が高くなっている場合、カジノの収益と費用を分離し、伝統的な宿泊施設に通常用い
るキャップレートより高いキャップレートを適用するのが一般的である。 
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付録 4: 医療施設 

医療施設は政府の政策と規制の変更に影響されるため、CMBS 案件のアセットタイプの中で最もリス
クが高いものの 1 つである。医療施設は経費率が高いため、政府のメディケアやメディケイドの支払
率の小幅な変更が、医療施設の NCF に多大な影響を与えうる。こうした施設の分析においては通
常、伝統的な不動産に係る問題と、現在および将来の規制環境の両方を検討する。 

稼働率、医療費支払者の構成、患者構成、立地といった物件固有の特徴に照らして収益と費用を
検討することがある。また、医療施設固有の特性を考慮し、キャップレート、DSCR および 1 床当たり
のローンと評価額の指標も検討することがある。 

医療スペクトラム 

高齢者が利用できる介護付き共同住宅には主に 3 つの住居形態があり、主な違いは入居者が必要
とする医療水準である。これらの違いが信用力に影響を及ぼす。 

自立型住居（Independent Living Facilities, ILF） 

ILF は、活動的な居住者が暮らす成人コミュニティで、医療サービスはほとんど、あるいはまったく提
供されない。ILF は年齢制限付き住居 1と集合介護施設の 2 つのサブカテゴリーに大別される。 

年齢制限付き住居は、一定年齢以上（通常は 55 歳以上）の個人が居住する、一般的なアパートメ
ントに似た共同住宅で、寝室とバスルームに設置された緊急通報システムや 24 時間常駐スタッフと
いった安全性を高めるサービスが提供されることが多い。 

集合介護施設は、共用のダイニングルームと居住スペースを持つ賃貸住宅で、送迎や介護などの
追加サービスを提供するのが一般的である。キッチンが狭い、あるいは付いていない集合介護施設
は一般的な共同住宅に改築することが難しいため、こうした施設に対するローンはより高いリスクに晒
される。 

介護付き住宅（Assisted-Living Facilities, ALF） 

ALF は日常生活において介助を必要とする虚弱者のための認可介護施設である。これらはサービス
付き共同住宅で、通常、ワンルームや 1 ベッドルームのアパートメントである。居住者は介護サービス
を受け、施設は 24 時間体制で見守りサービスを提供するが、医療サービスは 24 時間体制ではな
い。その他のサービスとして、食事、服薬管理、緊急対応、送迎、ソーシャルプログラムなどがある。 

ALF の中には、アルツハイマー病患者や認知症患者のための介護病棟を持ち、警備区域があったり、
より手厚い監視体制を備えているところがある。 

高度介護施設（Skilled Nursing Facilities, SNF） 

SNF は主要カテゴリーの中で最も医療集約度の高い物件である。SNF は、1 つ以上の病院から患者
を受け入れ、入居者に高度な介護・リハビリサービスを提供する施設である。これらの施設は、医学
的管理を常時必要とする人や、排せつ管理あるいは特定の器具の使用に多大な身体介助を必要と
する人を対象とする、認可長期医療・居住施設である。 

その他のカテゴリー 

その他のカテゴリーには、CCRC（continuing care retirement communities、退職後の高齢者が自立
可能なうちに入居し、必要に応じて介護、医療などのサービスを受けながら継続的に共同生活を送
るコミュニティ）や、LTACH（long-term acute care hospital、長期急性期ケア病院）などがある。CCRC
は通常、自立型住宅、介護付き住宅、看護サービスを組み合わせた施設である。LTACH はメディケ
アの入院患者を受け入れ、平均入院期間が 25 日以上となっている病院である。看護施設と
LTACH との主な違いは、認可を受けて提供できる介護とサービスのレベルである。LTACH は病院と
して認可されており、介護施設と同様にメディケアプログラムに参加するための認定を受けることがで
きる。メディケアは LTACH にとって最大の医療費支払者である。 

 
1  サブカテゴリーにはエイジ・サジェステッド住宅（エイジング・イン・プレイス住宅とも呼ばれる）や自然発生的リタイアメン

ト・センター（naturally occurring retirement centers, NORC）が含まれる場合がある。通常、これらは共同住宅であり、長

期居住者の大半が高齢者である。 
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その他の検討要因 

ILF とは異なり、ALF も SNF も特殊な用途のために建設された施設であり、他の用途に供することは
厳しく制限されている。他の用途に供することは可能ではあるが、建物の改築には非常に多額の費
用がかかることが多い。そのため、事業者の分析が最も重要となる。 

レンダーは通常、最後の手段としてのみ SNF の担保を実行する。これは、事業許可がなければ建物
自体にはほとんど価値がないとみられるからである。破綻の原因は経営に関連する場合が多いため、
事業者の交代によって業績を改善できることが多い。SNF の事業者は一般に州から認可を受ける。
そのため、事業許可はローン組成時にレンダーに付与されるのが一般的である。事業者が直接認可
を受ける州では、認可の付与には限定的な価値しかないとみられる。建物が認可を受ける州では、
認可の付与の価値が高くなる。認可を受けても、レンダーは事業運営のために免許を有する専門家
を必要とする。州は通常、レンダーと協力して居住者の安全を維持し、混乱を抑制することに意欲的
である。ボロワーが債務を返済しない場合、ほとんどの州は管財人かそれに相当する人を任命する。
また、メディケアの払い戻し率が債務返済の妨げになっている場合、暫定的にそれを引き上げる州も
ある。 

ALF の規制環境は SNF ほど厳しくなく、担保実行の際も通常は比較的容易に別の事業者を見つけ
ることができる。 

ムーディーズの NCF 

マスターリースとサブリース 

医療施設を対象とする案件の多くは、施設と運営会社がマスターリース契約を交わすようストラクチ
ャーされる。一般に、ボロワーがＮＮＮマスターリース契約を結んで高齢者介護を専門とする運営会
社に施設を賃貸し、運営会社が運営、保険、公租公課、資本的支出の責任を負う。マスターリース
はモーゲージローンに劣後するが、特に運営会社が物件所有者の関連当事者ではない場合、Ｎｏｎ
ｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ合意（担保権者が担保実行に際して、当該賃貸借を排除する請求をしないという条
項）の恩恵を受ける場合がある。 

多くの場合、賃貸料は施設が生み出すキャッシュフローより少ないが、それでも債務を返済し、ある
程度のエクイティリターンを提供するには十分である。通常、これらの施設の分析は、担保実行時に
施設と収入を捕捉するためのあらゆる仕組みが設定されていると想定し、担保資産である施設のキ
ャッシュフローと評価額に基づいて行う。 

営業キャッシュフローが賃料債務を下回る水準まで減少した場合、運営会社の強制退去のタイミン
グ、物件プールから得られる営業キャッシュフローへのアクセス、運営会社の交代が懸念事項となる。
こうした潜在的な懸念事項に対応するため、施設の所在地でこれらを実施するために必要な時間を
考慮した金額に一致するよう借入返済準備金を積み立てておくことが一般的である。さらに、一般的
なリースのストラクチャーでは、リース終了時またはデフォルト時に、テナントが営業権（免許、必要認
定証、メディケアおよびメディケイド認定書）を完全な状態で貸主に返還することが義務付けられてい
る。患者とスタッフは施設に残る。 

収入 

費用は過去の実績、市場・業界データ、類似物件に基づいて推定する。重要な要因として、施設稼
働率、回転率、立地、居住者構成、患者構成、1 日当たり料金、競合施設の供給の変化、治療、送
迎、美容、飲食等の付帯サービスからの収入が挙げられる。 

費用 

費用の分析では、症例構成、施設の規模、立地の 3 つの重要な点を特に考慮する。患者の症例構
成は、居住者の介護の必要性の度合いをみるためのもので、介護サービスや付帯サービスといった
費目に影響する。多くの費目について、施設の規模に基づきスケールメリットを認識する場合がある。
立地も賃金、保険料、公租公課、水道・光熱費に影響しうる。 
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ムーディーズの評価額 

医療施設に対するムーディーズの評価額は、直接収益還元法を用いて導出する場合がある。その
際に、高い規制リスクとオペレーショナルリスクを反映させるため、中核的な物件タイプのキャップレ
ートより大幅に高いキャップレートを使用する。 
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付録 5: 駐車場 

CMBS 案件の対象となる商業用駐車場には主に 3 つの基本的なタイプがあり、（1）平面駐車場、（2）
立体駐車場、（3）用途が何らかの事業に関連したり（都市部のレンタカー施設など）、需要が発生す
る場所に隣接した（遠隔地の空港の駐車場など）昇降式駐車場に分類される。 

駐車場のオプション価値が当座の使用価値を上回る場合、ローンに関連するリスクは足元の DSCR
が示唆する水準より低い可能性がある。しかし、駐車場の再開発は、関連する残存空中権も含め、
マーケット・フィージビリティと資金調達に左右される。 

駐車場のキャッシュフローのリスク 

駐車場が生み出すキャッシュフローは立地と需要者に大きく影響される。人口密度の高い都市部の
居住用物件内にあり、居住者が年間契約を結ぶ駐車場のキャッシュフローの変動性は、共同住宅
の駐車場と同等である。同様に、ホテル併設の駐車場の変動性もホテル駐車場と同等である可能
性が高い。月極駐車場からの収益は、一時利用の駐車場からの収益より安定性が高い傾向にある。 

需要者へのアクセスと近接性は駐車場の立地条件として重要である。周辺地域の車の流れ、周囲
の道路パターン、駐車場出入口がどこにあるかが、アクセス性を決定する重要な要因になる。ダブル
フロンテージ（街区の中に位置し、出入口が並行する 2 本の道路に面する）の駐車場は、2 ヵ所から
アクセスでき、より効率的に入出庫できるため、経営効率と価値が高まる。近くに需要者がいることも
重要である。 

ムーディーズの NCF 

収入 

駐車場の収入源となる賃貸契約の期間は、時間、日、週、月あるいは年と様々で、契約者も複数の
場合もあれば単一の場合もある。したがって、賃貸収益から得られるキャッシュフローの安定性を予
想する上で、賃借人の信用力が重要な要因になる。駐車場の多くは数百名の利用者がいるため、
理論的には、個々の賃借人の信用力の低さの影響は低減される。しかし、利用者の雇用が一業種
に高度に集中していれば、利用者の多様性という駐車場本来の性質が失われる可能性がある。 

駐車場経営の経験、強力なスポンサーシップとブランド構築、ボロワーが多額のエクイティを有するこ
とは、いずれも駐車場から得られるキャッシュフローの安定性にとってポジティブな要因である。所有
者による物件のエクイティ保有も、経営の改善と継続的な設備投資に対するインセンティブとなる。 

市場賃料 

駐車場ローンは担保物件の賃貸料もしくは完全所有権を裏付けとして証券化することができる。賃貸
物件は事業者にマスターリースされた後、1 名または複数の利用者にサブリースされる。将来のキャッ
シュフローの安定性を評価するため、通常、マスターリース賃料収益と事業収益（駐車場売上高）との
関係に照らしてマスターリースの賃料を確認する。賃料収益と事業収益との比率が 1.50:1.00 を下回
る場合、持続可能な NCF を推定する際に、マスターリース賃料を引き下げる可能性がある。類似した
マスターリースを考慮することもある。完全所有権を裏付けとするローンの場合、過去の業績と駐車場
の事業予算に反映される将来の予想業績を市場と比較して検討する場合もある。 

ムーディーズは通常、市場トレンドを分析し、すべての契約賃料の持続可能性を推定する。ほとんど
の駐車場は、月極賃貸料が収入の大半を占め、残りの収入を一時利用から得ることが一般的であ
る。一時利用や短期契約の賃料は頻繁に変更されるため、ほぼ常時、市場賃料を反映した水準と
なっている。 

ムーディーズは、持続可能な NCF を導出するために、賃料の時価評価調整を行う場合がある。マス
ターリースの賃料は、特に長期契約の場合、市場水準から乖離する可能性がある。駐車場の賃料
や料金も立地、アクセス、目立ちやすさ、需要者にとっての利便性、施設の現況、構成および規模に
より、大きく異なりうる。 

駐車場のキャッシュフローを決定する上で困難なことの一つが、報告されたキャッシュフローが実際
に回収されたキャッシュフローであるかどうかを確かめることである。これは、一時利用からの収益が
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高い割合を占める場合、特に重要となる。ムーディーズは通常、合意された手続き書、全国的に認
知された会計事務所による監査済み財務諸表もしくは記入済み IRS フォームをレビューし、収入の
裏付けをとる。 

多くの駐車場は、駐車台数が認可された法定スペース分を上回るという稼働率過剰の状態で運営
されているが、ムーディーズは認可された法定台数から得られる収入のみを考慮する。しかし、制限
時間より前に駐車スペースが空くことを予想して、収容可能台数の 110%から 120%の台数分のスペ
ースを販売することは可能である。この場合、どの時点においても、駐車場は法定制限を超過してい
ないことになる。 

その他の収益 

顧客の駐車時間が制限時間より短い場合、「すき間（breakage）」が生じる。この breakage は駐車場
事業者にとっては利益であり、駐車時間が短い施設では重要な要因になる。重複して得られる駐車
料金は収益を増やす。 

空室率と回収不能額 

ムーディーズは通常、施設の運営実績と現在の業績および予想業績に加えて、同業他社、市場と
サブマーケットの特性に基づいて空室率を適用する。施設の 100%が駐車場事業者に賃貸されてい
る場合、賃貸契約終了から次の賃貸契約までスペースが空く “frictional vacancy”（ダウンタイム）と、
営業収益の賃貸料に対する比率を考慮して、空室率と信用損失の推定値を適用することがある。
駐車場の空室率は市場、立地、利用者の質とタイプにより大きく異なる。 

費用 

グロスベースまたは修正グロスベースで賃貸される施設については通常、審査基準の費用水準を施
設の過去の実績、類似施設、業界標準に照らして評価する。駐車場が事業者に NNN ベースで賃
貸されている場合、テナントがすべての営業費用を負担する。 

費用総額は通常、実効総収益の 20%-30%に相当する。一般的な費用として、認可費用、公租公
課、保険料、人件費とその関連費用、水道・光熱費、廃棄物処理費用、修繕維持費、管理費、広
告宣伝費、一般管理費、その他費用がある。 

改築積立金 

ムーディーズは通常、駐車場の標準的な改築積立金（築年数に合わせて調整）と、エンジニアリング
レポート記載の改築積立金見積もりのいずれか大きい金額を用いる。最近大規模な改築を行った物
件については、調整を施す場合がある。物件の実効築年数に応じた積立金の最低所要額は、「ムー
ディーズの NCF」のセクションの「資本的費用」にある図表 3 に示してある。 

エンジニアリング・スタディで、準備金が積み立てられておらず、延期された保守管理があることがわ
かれば、その延期された保守管理の費用をムーディーズの評価額から差し引く。NNN リースでは通
常、テナントが構造部分も含めたすべての修繕の責任を負うため、NNN リース物件の分析には改築
積立金は含めない。 

ムーディーズの評価額 

ムーディーズはほとんどの駐車場について、直接収益還元法を用いて物件の評価額を算定する。駐
車場のオプション価値が、直接収益還元法に基づく当座の使用価値を上回る場合、最大限かつ最
適な用途に基づいて物件を評価する可能性がある。再開発に伴うリスク上昇を考慮し、ムーディー
ズの評価額の導出では通常、リスク上昇を反映したより高いキャップレートを用いる。 

駐車場が、それを含む不動産や複合施設の総評価額における重要な要素であり、キャッシュフロー
の安定性が他の用途に影響されない場合、物件の構成要素を個別に評価する可能性がある。 
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付録 6: 物件グレート/キャップレートのマトリックス 

図表 9 

ムーディーズのキャップレート 
物件グレード 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

共同住宅 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.50 12.50 

マニュファクチャードハウジング 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.50 12.50 

産業用 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 

トランクルーム 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 

地域型商業モール 6.75 7.25 7.75 8.25 8.75 9.25 9.75 10.25 10.75 11.75 12.75 

アンカーテナントあり 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 

アンカーテナントなし 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 

オフィス 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.50 13.50 

多用途 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.50 13.50 

介護付き住宅 8.50 9.00 9.50 10.0 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.50 14.50 

高度介護施設 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.50 16.50 

リミテッドサービスホテル 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 14.00 15.00 

フルサービスホテル 8.50 9.00 9.50 10.0 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.50 14.50 
出所: Moody’s Investors Service 
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ムーディーズの関連出版物 

クロス・セクター格付手法は通常、セクター別格付手法と共に適用されるが、信用格付を付与するた
めの基礎となる場合もある。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。 

信用格付のヒストリカルな信頼性と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。 

ムーディーズの理想化されたデフォルト率および期待損失率等に関する詳細については「格付記号
と定義」を参照されたい。 
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