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概要
本格付手法は、ムーディーズが世界の商社の信用リスクを評価する際のアプローチを
説明するものである。ムーディーズは、商社をコモディティ（市況商品）や商品のトレー
ディングが主たる業務に含まれる企業と定義し、その中でも日本の総合商社は取扱
商品が多岐にわたる。コモディティ商社は、通常、多量の市況商品の在庫やロジステ
ィクス資産を抱え、程度の差はあれ製造・加工事業において垂直統合や投資を行っ
ている。
総合商社は、コモディティ商社といくつか共通する特徴を持つが、通常、グローバルの
生産・サプライチェーンの様々な過程において、より多角化した投資を行っている。本
稿は、発行体、投資家、及びその他の市場参加者に、商社の信用プロファイルの評価
に関する全般的なガイダンスを提供し、主要な定量・定性リスク要因がどのように個々
の格付結果に影響を与えるかを理解していただく一助となることを目的としている。本
稿は、ムーディーズの格付に反映される全ての要因を網羅しているわけではないが、
この業界の格付において、通常、最も重要と考えられる定性的な考慮事項、財務情
報・指標の理解に役立つと考える。
本稿には、詳細なスコアカードを掲載している。スコアカードは、総合商社とコモディテ
ィ商社の信用力の推定に多くの場合用いる参照ツールを提供する。スコアカードは、
商社に格付を付与するにあたり、通常、最も重要とされる要因を示しているが、格付上
の全ての考慮事項を含んでいるわけではない。スコアカードの各要因のウェイトは格付
の決定における重要性の推定を示しているものであり、実際の重要性は大きく異なるこ
とがある。また、実際の格付は、将来の予測を織り込んでおり、過去の実績とは異なる
場合もある。従って、スコアカードにより推定された格付が、実際の格付と一致しない
例は多々ある。
本格付手法は 2019 年 12 月 27 日にアップデートされた。一部の古い参照先をアップデートし、一部書式に微調整を
加えた。
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スコアカードでは、商社の格付において重要な以下の 4 つの要因を重視している。
規模
事業プロファイル
レバレッジ
財務方針
これらの主要要因の中には複数のサブ要因で構成されるものもある。
本格付手法は、商社に対する格付において、考慮すべき全ての要因を網羅したものではない。格付
分析では、本稿では詳細に説明していない全ての業種に共通する要因（株主構成、経営陣、流動
性、企業の組織構成、コーポレート・ガバナンス、カントリーリスク等）や、特定の企業において重要と
なりうる要因も考慮している。ムーディーズの格付には、これ以外のスコアカードに明確に示すことが
できない定性的な考慮事項や要因が織り込まれる。本格付手法で用いるスコアカードは、それにより
推定される格付が実際の格付により近いものとなるような複雑性の高いものとはしておらず、多くの場
合、このセクターの格付において最も重要な要因を簡潔かつ透明な形で示すものとした。
本稿の主な内容は次の通りである。
格付対象企業の概要
格付手法の概要
スコアカード要因の説明
スコアカードに含まれない格付上の考慮事項を含む、格付手法の前提、限界についてのコメント
付録には、スコアカード（付録 A）、コモディティ商社の財務数値における調整（付録 B）、商社セクタ
ーの概況（付録 C）、日本の商社（総合商社の分類に含まれる重要なグループ）に対する格付の考
察（付録 D）を掲載した。
本格付手法では、信用格付に用いられる分析のフレームワークを紹介する。場合によっては、業種
に固有ではない分析上の考慮事項（短期債務格付、様々な債務クラスやハイブリッド証券の相対的
な格付、ソブリン債の格付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など）
に対するレポートを発行している 1。

格付対象について
本格付手法では総合商社とコモディティ商社の多岐にわたる商品やビジネスモデルを検討する。

総合商社(GTC)
ムーディーズが格付を付与している主要な商社（総合商社）は日本経済において重要な地位を占め
ており、また、日本の主要な銀行と密接な関係にあり、日本のクレジット市場全般から支持されている。
そのような信用特性は、グローバルに適用するよう設計されたスコアカード上のスコアに、十分に反
映されていない。ムーディーズは、これらのプラスの信用特性を各社の定性的評価として格付に織り
込んでいる。

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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コモディティ商社と同様、総合商社も顕著にグローバル化しており、数多くのセクターにまたがって事
業を展開している。商品やコモディティをそれぞれの主要なエンドマーケットに提供することを基盤と
する事業を大規模に行っているが、それらの取引は通常、back-to-back で行われており、本来的に事
業の投機性は低い。また、世界にまたがるサプライチェーンの中での垂直統合の達成度合という点
でもコモディティ商社とは異なり、単なる商取引の仲介にとどまらず、川上事業に直接投資を行ったり、
または相当な持分を取得している。またこれらの企業は、生産・サプライチェーンの複数の過程で商
品・サービスの付加価値の向上に努めており、また多くの場合、そのためのロジスティクスを提供して
1

セクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法へのリンクは、関連リサーチのセクションに掲載されている。
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いる。これらの企業は通常、膨大な情報収集と情報ネットワークを活用することによってグローバルな
収益機会を追求しており、既存の事業セクターや新たなセクターに巨額な投資を迅速に行う能力を
有している。事業活動は極めてダイナミックで、事業構成は常に変化し続けており、事業プロファイル
を特定するのが難しい場合がある。
これらの企業は、利益（損失）の機会の変化を見極めながら、自らが事業を行う市場で活発な仲介
者となり、頻繁に投資・売却を繰り返すなど、資産リサイクルを行っている。また、特に資源分野の事
業投資において、世界の景気サイクルのリスクにさらされやすい。それらの企業の多くは、これらのリ
スクを相殺するため、石炭や液化天然ガスなどのセクターで長期の引取契約を採用しているが、そ
のようなリスク緩和策は事業ポートフォリオの一部にしか有効でなく、石炭や鉄鉱石の価格リスクなど
全てのリスクをカバーしている訳ではない。
一方、これらの一群の企業は通常、流動性の高い株式、短期投資などの資産や多額の現金を保有
しており、それらはストレス時に債務の早急な返済に充てるための流動性バッファーの役割を果たし
ている。長期投資は多岐にわたっているため、必要に応じてポートフォリオの一部（あるいは中規模
投資や大規模投資のいくつか）を直ちに売却できる。そのため、格付対比でグローバルの中央値に
比べて高めにみえる財務レバレッジも、財務と事業の柔軟性によってある程度、相殺される。

コモディティ商社(CTC)
ムーディーズは、コモディティの調達、取扱い、輸送、売買に従事する企業をコモディティ商社と定義
している。また、これらの企業はロジスティクス資産（貯蔵庫、倉庫、貯蔵タンク、港湾施設など）に多
額の投資を行っており、ブローカーやエージェントが提供できない付加価値を提供する。さらにこれら
の企業は、一般の事業会社と違って、マージンの向上を目的としたデリバティブ取引（取引所および
取引所外での先物やオプションの取引）や様々なレベルでの自己勘定取引を行っている。仲介取引
や自己勘定取引を容易にするため、これらの企業のほとんどが複数の取引所で会員資格を有して
いる。取扱うコモディティは、農産物、エネルギー、金属の 3 つの分野に主に分類される。またこれら
の企業の多くのバランスシートは、他業界の企業に比べ、流動性は極めて高いが変動性は高いとい
う特徴がある。そのためムーディーズは、他業界の企業との比較性を高めるべく、また、指標のボラ
ティリティを小さくする為に、一部の財務指標を調整している。そのような調整については付録 B で詳
細に説明する。
規模の大きい企業は、高度な垂直統合を実現するための関連事業への出資を含め、自らの活動を
支えるインフラをグローバルに維持している。これらの投資には、鉱山（鉄鉱石、石炭など）や農場・プ
ランテーション（砂糖、エタノール、パームオイルなど）への川上統合に止まらず、コモディティを付加
価値製品（食用油、小麦粉、チョコレートなど）に加工する為の川下統合（主に農産物市場）も含ま
れる。
コモディティ価格は変動性が高いことに加え、これらの企業のコモディティ取扱量は膨大であることか
ら、資本需要が比較的短期間に異常に膨らむことがある。そのため、事前対応的な流動性管理が
なされているかどうかが主要な格付上の考慮事項となりうる。

格付手法について
本稿では、6 つのセクションにおいて、商社の格付手法を説明する。各セクションの概要は以下の通り
である。

1.スコアカードの構成要因の特定と検討
本格付手法のスコアカードは、4 つの主要要因から構成され、一部の主要要因はさらに詳細なサブ
要因から構成されるものもある。
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図表 1

商社
格付要因

規模

要因のウェイト

20%

サブ要因

サブ要因のウェイト

売上高

10 %

GTC: 総資産

10 %

または
CTC: 固定資産
事業プロファイル

30%

GTC: 事業プロファイル

30%

または
CTC: 事業プロファイル
レバレッジ

財務方針
合計

20%

30%
100%

有利子負債 / キャピタリゼーション

10%

純有利子負債 / EBITDA

5%

FFO / 有利子負債

5%

財務方針
合計

30%
100%

2. スコアカードの主要要因とサブ要因の測定または推定
以下に、各要因のスコアリングについての全般的なアプローチを説明し、スコアカードで用いるウェイト
を示す。また、これらの要因が信用力の指標として重要な理由も説明する。格付要因とサブ要因の
評価に用いる情報は通常、各社の財務諸表を用いるか（もしくはそれを参考に算出）、またはその他
の情報から導くか、あるいはムーディーズのアナリストが推定する。
ムーディーズの格付は将来を見据えたものであり、将来の財務と事業実績についてのムーディーズ
の予想を織り込む。ただし、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
把握するうえで有益である。また、スコアカードの要因は様々な期間を用いて検討することがある。例
えば、格付委員会が過去の実績に加え、向こう数年間の予想業績分析が有用と考える場合もある。
コモディティ商社の比較では、農産物の季節性とコモディティ価格の変動性を考慮して、ほぼ重なる
12 カ月の期間を単位に分析するのが有用だと格付委員会は考える場合がある。
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、貸借対照表に対し、構造改革
費用、減損費用、オフバランス項目、売掛債権証券化プログラム、年金積み立て不足、オペレーテ
ィングリース等に関わるムーディーズの標準的調整 2を加える。また、ムーディーズは特定の企業に
特別な分析上の調整を行うことがある。コモディティ商社の場合、それらの調整はタイムチャーター、
容易に換金可能な在庫、後入先出法(LIFO)に関連したものとなる。これらの調整については付録 B
で詳細に説明する。

3. 格付カテゴリーへのスコアカード要因別マッピング
サブ要因を推定または評価した後、各サブ要因の評価結果を文字格付カテゴリー(Aaa、Aa、A、Baa、
Ba、B、Caa、Ca)にマッピングする。

4. スコアカードの前提と限界、スコアカードに含まれない考慮事項
各スコアカード要因の検討に続き、このセクションでは、実際の格付に対し、スコアカードを用いる限
界について説明する。スコアカードには含まれないが格付を決定する際に重要となりうる追加的要因
や、格付手法全般における限界と主な前提について説明する。
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詳細については、事業会社の分析における財務諸表の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。セク
ター別格付手法およびクロス・セクター格付手法へのリンクは、関連リサーチのセクションに掲載されている。
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5. スコアカードが示唆する格付結果 3の決定
スコアカードが示唆する格付結果を決定するにあたり、ムーディーズは、各サブ要因の格付を次の格
付スケールに基づいて数値に変換する。
Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

1

3

6

9

12

15

18

20

各サブ要因の数値スコアには、当該サブスコアのウェイトが乗じられ、それらが合計されてウェイト適
用後のスコアが決定される。次に、ウェイト適用後の合計スコアが、次の表に基づいて数値付加記号
付き格付にマッピングされる。
スコアカードが示唆する格付
スコアカードが示唆する格付

ウェイト適用後の合計スコア

Aaa

x < 1.5

Aa1

1.5 ≤ x < 2.5

Aa2

2.5 ≤ x < 3.5

Aa3

3.5 ≤ x < 4.5

A1

4.5 ≤ x < 5.5

A2

5.5 ≤ x < 6.5

A3

6.5 ≤ x < 7.5

Baa1

7.5 ≤ x < 8.5

Baa2

8.5 ≤ x < 9.5

Baa3

9.5 ≤ x < 10.5

Ba1

10.5 ≤ x < 11.5

Ba2

11.5 ≤ x < 12.5

Ba3

12.5 ≤ x < 13.5

B1

13.5 ≤ x < 14.5

B2

14.5 ≤ x < 15.5

B3

15.5 ≤ x < 16.5

Caa1

16.5 ≤ x < 17.5

Caa2

17.5 ≤ x < 18.5

Caa3

18.5 ≤ x < 19.5

Ca

x ≥ 19.5

例えば、加重平均スコアが 11.7 の発行体の場合、スコアカードでは Ba2 となる。

6. 付録
付録では、全体のスコアカードと、業界の信用リスクについての追加のコメントおよび洞察を述べる。
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通常、スコアカードから導出される格付結果は、投機的等級発行体の場合はコーポレート･ファミリー･レーティング
（CFR）、投資適格等級発行体についてはシニア無担保格付である。親会社のサポート、政府出資、その他の制度上の
サポートにより格付がアップリフトされる発行体については、スコアカードが示唆する格付結果はベースライン信用リス
ク評価と一致する。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手法「政府系発行体」を参照さ
れたい。個々の債務証券に対する格付には、支払優先順位及び担保に応じたノッチングも織り込まれる。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、お
よび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。これらのセクター別格付手法およびクロス・セクター格付手法へのリンクについては、関連リサーチのセク
ションに掲載されている。
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主要スコアカード要因
要因 1: 規模 （ウェイト 20%）
この要因を重視する根拠
通常、売上高や資産が大きい場合、業界動向やプライシングにおいての影響力が高まり、予想外の
景気変動にも対処でき、安定あるいは拡大している市場地位を支えられる持続可能性の高い事業
上のポジションを示唆する。事業の規模は、商品需要の変化への耐性、地理的分散、コスト吸収力、
顧客やサプライヤーに対する交渉力を示唆する指標にもなる。
売上高

本業界において規模は、有利な条件での商品の調達・販売を可能にする「規模の経済」を享受する
能力を示唆する。また規模は、商品ポートフォリオの多角化や、事業の垂直統合の度合いを示唆す
る場合も多い。
資産

このサブ要因については、ビジネスモデルの違いを勘案して、総合商社とコモディティ商社で異なる
スコア付けの基準を用いる。
総資産 （総合商社）

総合商社はトレーディング事業に従事しており、それに伴う流動性が極めて高い営業債権と在庫は
バランスシートの相当な部分を占める場合がある。また、総合商社は通常、トレーディング事業のほ
かに、長期にわたる非流動的な事業投資も行っている。総資産の水準が高まるにつれ、より分散し
たポートフォリオ、強固な事業基盤、資産売却を通じたキャッシュ生成能力に結びつくことが多い。
固定資産 （コモディティ商社）

固定資産は売上高よりも安定的な規模の指標となる。高水準の固定資産投資は、コモディティ商社
の収益やキャッシュフローなどの業績の安定性と結びついている。総資産ではなく固定資産を用いる
ことでこの要因におけるボラティリティを低くすることができる。これは、総資産には取扱量の季節性や
コモディティ価格変動の影響を受ける運転資本が含まれるからである。
評価方法
売上高

売上高の規模は公表されている収益を用いて測定（将来の見通しについては推定）される。コモディ
ティ商社の場合、コモディティ価格の変動性を認識して予測を行い、持続不可能とみなされる高値
や安値を反映することはしない。
資産
総資産 （総合商社）

直近会計年度末の貸借対照表に計上された総資産の数値を用いる。
固定資産 （コモディティ商社）

調整前の総有形固定資産(PP&E)を用いる。スコアカードで純有形固定資産の数値を用いなかった
のは、ほとんどの商品仲介関連の資産は耐用年数が尽きる相当前までに償却されるためである。ほ
とんどの場合、償却前の総有形固定資産が稼働資産の水準を最も適切に示す。
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格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

要因 1

規模 (20%)
サブ要因

売上高 （10 億米ドル）
GTC: 総資産（10 億米ドル）
CTC: 固定資産（10 億米ドル）

サブ要因の
ウェイト

Aaa

10% ≥ $250
10%

≥ $200
≥ $75

Aa

A

$100 - $250

$50 - $100

$20 - $50

$150 - $200 $100 - $150

$50 - $100
$5 - $10

$1- $5

$30 - $75

$10 - $30

Baa

Ba

B

Caa

Ca

$10 - $20

$1 - $10

$0.5 - $1

< $0.5

$25 - $50

$10 - $25

$1 - $10

< $1

$0.25 - $1

$0.1 - $0.25

< $0.1

要因 2: 事業プロファイル （ウェイト 30%）
この要因を重視する根拠
スコアカードの事業プロファイルのスコアは、企業のグローバルでのプレゼンス、商品の分散度、長期
的競争力、業績の安定性、長期的存続可能性、およびリスク・プロファイルを検討する。事業プロファ
イルの評価には、(i)地理、事業、取扱商品の分散度、(ii)競争優位性、(iii)市場地位と顧客基盤の永
続性、(iv)業績の長期的な安定性、(v)主要市場での競争環境、(ⅵ)新規参入あるいは技術革新が
もたらす脅威、(ⅶ)商品あるいはサービスの差別化の度合い、(ⅷ)成長戦略、(ⅸ)リスク・プロファイル
などが含まれる。企業のリスク・プロファイルでは、事業リスクを高める新規市場での大規模または頻
繁な買収、コモディティ価格の変動に晒されるリスク、自己勘定取引に関する経営陣の方針と慣行
など、幅広い課題を検討する。コモディティ商社についてはその他、垂直統合の度合い、商品仲介ビ
ジネスから生じる売上と収益の割合、企業の事業内容の変化、の 3 つの要因を検証する。
この要因の中で検討する考慮事項には様々なものがあり、特定の発行体が、特定の格付カテゴリー
の属性に完全に合致しない場合がある。そのような場合、ムーディーズは定性的な判断を用いて当
該企業に最も適切と考えられるスコアを付与する。リスク・プロファイル、競争上の地位、業績の安定
性など特定の要素を他の考慮事項より重視することで、当該企業の格付カテゴリーを高くしたり低くし
たりすることもある。
ムーディーズは、総合商社とコモディティ商社のビジネスモデルとそれに伴う競争環境の違いを勘案
して、それぞれに異なるスコア付けの基準を用いる。
評価方法
この要因のスコアリングでは、総合的な市場地位、商品、事業および地理的分散、成長見通し、キ
ャッシュフローの安定性など、各社の事業プロファイルを構成する要素を定性的に評価する。以下の
パラグラフでは、総合商社とコモディティ商社の評価に含まれる重要な考慮事項についてより詳しく
解説し、それぞれに適用する基準を要約した表を掲載する。
総合商社:
ムーディーズは、高度に多角化し、強固なバリューチェーンを通じて生産過程の各段階において十
分に付加価値（単純に輸送やロジスティクスだけではなく）を提供できる総合商社を、景気サイクルを
通して安定的かつ高水準の収益を維持し、変動性に対処できる強力なビジネスモデルを有している
発行体とみなす。グローバルな分散がなされておらず、バリューチェーンで付加価値を提供する能力
がない、あるいは不足し、自己勘定取引やデリバティブの利用などから引き起こされる悪影響に対応
できないとみられる企業においては、この要因のスコアが低くなる。
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格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

要因 2

事業プロファイル(30%)
サブ要因
のウェイト

事業プロ
ファイル
(GTC)

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

30% 高度に分散され 高度に分散され 高度に分散され 十分に分散され 広く大陸をカバー 広く大陸をカバー 一つの国または 一カ国内に偏在、
たグローバルな
事業展開。地域、
エンドマーケット、
顧客に集中がみ
られない。

たグローバルな たグローバルな
事業展開。複数 事業展開。複数
の事業部門を抱 の事業部門を抱
え、全ての事業分 え、ほとんどの部
野で広範なサー 門で広範なサー
景気サイクルを 景気サイクルを ビスを提供。地 ビスを提供。地
通して最低でも 通して最低でも 域、エンドマーケ 域、エンドマーケ
10％の ROA を達 6％の ROA を達 ット、顧客にやや ット、顧客に中程
成できる極めて 成できる非常に 集中がみられる。 度の集中がみら
安定的で高水準 安定的で高水準 景気サイクルを れる。
の収益を維持す の収益を維持す 通して、変動性が 変動性が低く、底
ると見込まれる。 ると見込まれる。 低く、安定的で非 堅い利益が見込
極めて強固なバ 非常に強固なバ 常に強固な利益 まれる。景気サイ
リューチェーンと リューチェーンと が見込まれる。 クルを通して、キ
強固なバリューチ ャッシュフローに
長期の取引契
長期の取引契
ェーンと長期の取 幾分かの変動性
約。
約。
が見込まれるが、
極めて強固かつ 非常に強固かつ 引契約。
資産のリサイクル
明確に開示され 明確に開示され 強固かつ明確に
で相殺できる 4。
たリスク管理体制 たリスク管理体制 開示されたリスク
とその優れた実 とその優れた実 管理体制とその 非常に良好なバ
リューチェーンと
績。
良好な実績。
績。
長期の取引契
コモディティやデリ コモディティやデリ コモディティやデリ
約。
バティブで自己勘 バティブで自己勘 バティブで自己勘
定取引を行って 定取引を行って 定取引を行って 強固なリスク管理
体制とその良好
いない。
いない。
いない。
な実績。
たグローバルな
事業展開。地域、
エンドマーケット、
顧客に集中がみ
られない。

コモディティにお
ける自己勘定取
引は最低限に抑
えられている。デ
リバティブで自己
勘定取引を行っ
ていない。

する事業展開 5
と幾分かの地域
展開。いくつかの
事業部門を抱え、
その多くで幅広い
サービスを提供。
地域、エンドマー
ケット、顧客に中
程度の集中がみ
られる。

する事業展開。 大陸で事業を展
事業分野は少な 開。地域、エンド
いが、最低一つ マーケット、顧客
の主要部門で幅 に大きな集中が
広いサービスを みられる。
提供。地域、エン 景気サイクルを
ドマーケット、顧客 通してキャッシュ
に大きな集中が フローに高い変
みられる。
動性が見込まれ
景気サイクルを
通して利益とキャ
ッシュフローに変
動性が見込まれ
るが、資産のリサ
イクルで相殺でき
る。

集中したローカル
な事業展開。
バリューチェーン
や長期契約は無
い。
キャッシュフロー
と利益の両方で
極めて高い変動
性が見込まれる。

る。資産リサイク
不十分なリスク管
ル面での柔軟性
理体制と不十分
は非常に限定
な実績。
的。
コモディティにお
バリューチェーン
ける自己勘定取
と長期取引契約
引が多い。デリバ
は最小限。
ティブにおける自
ある程度のバリュ リスク管理体制は
己勘定取引が多
ーチェーンと長期 不十分でその実
い。
取引契約。
績は最低限。
良好なバリューチ 十分なリスク管理
コモディティにお
ェーンと一部の長 体制と十分な実
ける自己勘定取
期取引契約。
績。
引が多い。小規
良好なリスク管理 コモディティにお 模ながらデリバテ
体制とその良好 ける自己勘定取 ィブで自己勘定取
な実績。
引は少ない。デリ 引を行っている。
利益にある程度
の変動が見込ま
れる。景気サイク
ルを通してキャッ
シュフローに変動
性が見込まれる
が、資産のリサイ
クルで相殺でき
る。

コモディティにお バティブでは自己
ける自己勘定取 勘定取引を行っ
引は最低限に抑 ていない。
えられている。デ
リバティブで自己
勘定取引を行っ
ていない。

コモディティ商社:
コモディティ商社の事業プロファイルの評価では、事業活動に関連するリスクの性格、競争環境、事
業分散度、市場シェア、その他様々な考慮事項を定性的に検討する。リスク評価では、商品仲介、
自己勘定取引の状況、方針、管理などの事業活動の側面を考慮する。また経営陣が過去にどの程
度、自らの方針に固執してきたか、あるいは必要に応じてそれらの方針を変更してきたか、また将来
発生しうる懸念事項に前向きに対処してきたかどうかもここでの重要な評価項目になる。さらにディス
クロージャーのレベルと質に対するムーディーズの見解、リスク管理のシステムと方針など様々な特
徴の長期的変化もリスク・プロファイルの評価における考慮事項となる。
競争環境の評価では、事業の分散度、競争の性格、競争優位性、その優位性がもたらす経済的恩
恵などに焦点を当てて数多くの側面を検討する。これらの特徴の評価は幾分、当該企業の直接の
競合先との比較で行われる。
また、重要で明らかな強みを持つ事業部門の数、取扱商品やサービスの提供範囲、エンドマーケット
や顧客の分散度も考慮する。複数の事業部門を抱えて広範囲の商品やサービスを提供する企業は、
事業範囲の狭い競合先に比べて、業績がより安定していることが多い。反対に単独の市場で事業を
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4

ここで用いた資産リサイクルという用語は、総合商社（およびその他一部の企業）が随時、様々な会社や事業に投資し、そ
の後それを売却する行為を指す。このような活動には会社の中核事業とは看做されない大規模な資産が含まれること
がある。こうした活動も当該企業の継続的事業活動の一部を構成する。例えば、様々なセクターで多様な資産を保有す
る商社は、財務危機に陥った際に、一つあるいは複数の資産を売却することで、レバレッジの高まりや流動性の低下な
どの財務状況の悪化を緩和しようとする場合がある。

5

「大陸」とは、米大陸、欧州大陸、アジア大陸を指す。

格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

展開する企業は、競争圧力やその他の外的要因の影響を受けやすく、収益やキャッシュフローも変
動しやすくなる。狭い地域に集中して事業を展開する企業は、当該地域の経済動向、政府の政策、
天候などからの悪影響を受けやすいので地理的分散も重要な要素となる。企業が多くの地域にまた
がって事業を展開していればそれらのリスクは緩和される。
主要市場において企業のシェアが大きければ、市場変動を乗り切る当該企業の能力が強化され、
業界地位も維持されやすい。ロジスティクスの資産規模または特性、政府規制、契約上の合意、特
殊なライセンスの制約などの要因によって市場シェアが守られている場合、それらは高い市場シェア
を支える要因となる。企業が主要事業分野で高い市場シェアを維持できれば、競合先に勝るマージ
ンとリターンを享受できると考えられる。
要因 2

事業プロファイル(30%)
サブ要因の
ウェイト

事業プロ
ファイル
(CTC)

Aaa

Aa

A

Baa

行わない。トレー
ディングは全て垂
直統合事業に結
びついている。

仲介を行うが、大 商品仲介に結び
部分が垂直統合 ついており、良好
売上は地理的に 事業を支えるもの なグローバル・ロ
ジスティクス・イン
である。
分散している。
売上は地理的に 過去長期にわた 最大の地域が売 フラを保有してい
分散している。 り極めて多様な 上高に占める割 る。
過去長期にわた 商品を取り扱って 合が 40％未満で 最大の地域が売
上高に占める割
ある。
り極めて多様な きた実績。
商品を取り扱って 継続的に 10％以 過去長期にわた 合が 50％未満。
きた実績。
上に維持される り多様な商品を 長年にわたり確
継続的に 15％以 営業利益率に示 取り扱ってきた実 立した市場地位
を、適度に分散さ
上に維持される される、全ての事 績。
営業利益率に示 業部門での世界 全ての主要な商 れた商品ポートフ
される、全ての事 市場における主 品ラインアップで ォリオ全体にわた
業部門での世界 導的なシェア。
主導的な世界市 って維持。
最低限にとどま
る。

市場におけるナ 競合先は規模で 場シェア。
世界市場の主要
ンバーワンのシェ 大幅に劣る。
同規模の競合先 部門における主
ア。
導的なシェア。
現物ポジションと は少ない。多くの
競合先は規模で ロジスティクス資 競合先は規模で 規模がより大きい
競合先は少なく、
大幅に劣る。
産に直結したデリ 劣る。
現物ポジションと バティブの使用。 デリバティブは大 規模で劣る競合
ロジスティクス資 自己勘定取引は 部分が現物ポジ 先が多い。
産に直結したデリ 行わない。
バティブの使用。
自己勘定取引は
行わない。
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Ba

B

Caa

Ca

30% 商品仲介業務を 商品仲介業務は ある程度の商品 事業の大部分が 事業の大部分が 商品仲介が最大 商品仲介が最大 商品仲介が最大
商品仲介に結び
ついており、十分
なロジスティクス
資産を保有して
いる。

の事業となってお
り、良好な地域ロ
ジスティクス資産
を保有している。

の事業であり、地 の事業であるが、
域ロジスティクス ロジスティクス資
資産は限られる。 産を全く保有しな
最大の地域が売 い。

最大の地域が売 上高に占める割
最大の地域が売 上高に占める割 合が 95％未満。
上高に占める割 合が 90％未満。 主要商品は 2 つ
合が 65％未満。 商品ポートフォリ か 3 つ。
適度に分散され オは限られてい 一地域において
た商品ポートフォ る。
確立し、安定した
リオ。
二つ以上の地域 市場地位。
世界市場におけ における確立し、
る確立し、安定し 安定した市場地
位。
た市場地位。

最大の地域が売
上高に占める割
合が 95％以上。
主要商品が 1
つ。

一地域において
確立しているとは
ほとんどの競合 いえ変動性の高
先が規模で大幅 い市場地位。
に勝る。同規模 当該市場あるい
の競合先は少な は地域で最も規
模の小さい企業。
い。

規模で大幅に勝
る競合先があり、
同規模の競合先 デリバティブの大 デリバティブのほ
も多い。
部分が当該企業 とんどが当該企
デリバティブは大 相当程度のデリ のロジスティクス 業のロジスティク
部分が現物ポジ バティブが当該企 資産に結び付け ス資産に結び付
ションまたはロジ 業のロジスティク られていない商 けられていない商
スティクス資産を ス資産に結び付 品仲介や売買を 品仲介や売買を
支えるために用 けられていない商 支えるために使 支えるために使
品仲介や売買を 用されている。 用されている。
いられる。
自己勘定取引は 支えるために使 自己勘定取引は 自己勘定取引が
確立した方針と厳 用されている。 確立した方針とリ 確立した方針とリ
規模がより大きい
競合先も多く、同
規模の競合先も
多い。

ションとロジスティ デリバティブは主
クス資産に直結し に現物ポジション
またはロジスティ
ている。
自己勘定取引は クス資産を支える
最低限にとどま ために用いられ しいリスク限度枠 自己勘定取引は スク限度枠の下 スク限度枠の下
る。
の下に管理され 確立した方針とリ に管理されてい に管理されていな
る。
スク限度枠の下 る。
自己勘定取引は
い。
ている。
個人が自己勘定
取引のリスクを取 確立した方針に 経営陣が取締役 に管理されてい 経営陣はリスク限 経営陣はリスク限
度枠に対して相 度枠に対して相
らないようにする よって厳格に管 会の承認を得ず る。
理されており、全 にリスク限度枠を 経営陣はリスク限 当程度の裁量権 当程度の裁量権
経営方針。
ての個人には厳 拡大させる余地 度枠に対して幾 を有している（あ を有している（あ
報酬制度は自己
しい制限が設けら は限られている。 分かの裁量権を るいはリスク限度 るいはリスク限度
勘定取引のリスク
れている。
を取る個人に何
報酬制度は自己 有している（ある 枠が過大な水準 枠が過大な水準
経営陣は取締役
勘定取引のリスク いはリスク限度枠 に設定されてい に設定されてい
ら恩典もない。
会の承認を得な に対し、限定され が高い水準に設 る）。
る） 。
ければリスク限度 たインセンティブ 定されている）。 報酬制度はトレー 報酬制度はトレー
枠を拡大できな となっている。
報酬制度はトレ ダーが過大なリス ダーが過大なリス
い。
ーダーにリスクを クをとることを抑 クをとることを抑
とるインセンティブ 止できるものにな 止できるものにな
報酬制度は個人
を与えるものにな っていない。
が自己勘定取引
っていない。
っている。ただし
のリスクを取る意
過大なリスクを抑
欲を削ぐものにな
止するものとなっ
っている。
ている。
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要因 3: レバレッジ（ウェイト 20%）
この要因を重視する根拠
レバレッジ比率は企業の財務の柔軟性と長期的な存続可能性の指標として使われる。この分野にお
いて強みを有する場合、新規投資の実施、景気サイクルの変動への対処、予想外の課題に対応す
る能力が高いことを示唆する。レバレッジ指標が良好な企業は、通常、外部からの資金を調達しや
すく、またコモディティ価格の変動と消費者需要の大幅な変化からの悪影響を吸収する能力が高い。
レバレッジ要因の中には、1)有利子負債/キャピタリゼーション、2)純有利子負債/EBITDA、3)FFO/有利
子負債の 3 つのサブ要因が含まれる。
ムーディーズは、総合商社とコモディティ商社のビジネスモデルの違いを勘案して、それぞれ異なる
純有利子負債/EBITDA のスコアリングの基準を用いる。
有利子負債/キャピタリゼーション

このサブ要因は、資産のうち、エクイティではなく有利子負債で調達されたおおよその金額の比率を
示す、一定時点での指標となる。
純有利子負債/EBITDA

総合商社の場合: この比率は純有利子負債が EBITDA でどの程度カバーされているかを示す指標
である。持分投資は総合商社の基本的な事業活動の一部とされているため、総合商社の EBITDA に
は通常、持分法利益が含まれる。持分投資の利益は、持分への投資やその売却とともに上下する
ため、EBITDA は変動しやすい。一般に、総合商社はリースや販売金融関連事業に従事し、また、トレ
ーディングに関連した短期資金を提供するなど金融機能を担っているため、全体的にこれらの企業
のレバレッジ比率は高い。また各社とも多額の現預金を保有しているので、この比率の計算には純有
利子負債を用いる。総合商社は顧客に短期ファイナンスを提供したり、リースや販売金融関連事業
などの金融サービスを展開しているため、総合商社の基準はコモディティ商社の基準よりもやや緩や
かになる。このような特徴から、総合商社の財務プロファイル（とレバレッジ）は事業会社と金融機関
のハイブリッドに近いものになる。
コモディティ商社の場合: この比率はコモディティ価格によって大きく変動するが、各社はコモディティ
価格に関わらず長期的に目標とする平均レンジに収まるよう努力するとムーディーズはみている。ほ
とんどの企業はコモディティ価格の変動や運転資本の季節性の影響を緩和するために多額の現金
を保有しているため、この比率には純有利子負債を用いるのが適切であるとムーディーズは考える。
FFO/有利子負債

このサブ要因によって債務総額との比較におけるキャッシュ生成能力をある程度示すことができる。
評価方法
総合商社: レバレッジの指標を導くにあたって、ムーディーズは、総有利子負債と純有利子負債に対
し、可能な限り販売金融関連の負債を除外する。とはいえ、総合商社の事業は本来複雑に絡み合
っており、販売金融関連の債務が別途開示されることは少ない。
コモディティ商社: レバレッジの指標を導くにあたって、本業界特有の特徴を反映するいくつかの調整
を行う（容易に換金可能な在庫、タイムチャーターなど）。これらの調整の詳細な議論を付録 B に掲
載している。
要因 3

レバレッジ (20%)
サブ要因

有利子負債/キャピタリゼーション
GTC: 純有利子負債/EBITDA
CTC: 純有利子負債/ EBITDA
FFO/有利子負債
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サブ要因の
ウェイト

Aaa

10% <25%
5% <0.5x
<0.5x

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

25% - 35% 35% - 45% 45% - 55% 55% - 65% 65% - 75% 75% - 90%
0.5x - 1.5x

1.5x - 3x

0.5x - 1x

1x - 2x

5% ≥100% 50% - 100% 25% - 50%

3x – 4.5x

4.5x - 6x

2x – 3x

3x - 4x

15% - 25% 7.5% - 15%

6x - 7.5x

7.5x - 9x

Ca

≥90%
≥9x

4x - 6x

6x - 8x

≥8x

0% - 7.5%

-4% - 0%

<-4%
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要因 4: 財務方針（ウェイト 30%）
この要因を重視する根拠
財務リスクに対する経営陣および取締役の許容度は、債務水準、信用力、資金調達・資本構成に
おいて不利な選択がなされるリスクに直接影響を与えるため、格付の決定要因となる。
ムーディーズは財務方針の評価にあたり、取締役と経営陣の財務リスクに対する許容度や、将来の
資本構成の方向性を分析する。ここでは、企業がこの分野において表明したコミットメント、コミットメン
トの遵守、企業が目標を達成できるかどうかについてのムーディーズの意見を考慮する。
財務リスクに対する許容度は、投資および資本配分の基準となる。通常、格上げが検討されるため
には、より健全な信用プロファイルの維持に向けた経営陣の姿勢が明確に示されることが条件とされ
ることが多い。例えば、当該企業が現時点の格付カテゴリーの範囲で余裕を持っているとしても、戦
略的買収、株主への現金還元、スピンオフ、その他レバレッジを高める事柄が起こり得るとムーディ
ーズが判断する場合、格上げしない場合がある。逆に、信用指標をレバレッジ上昇前のレベルに戻
すことを優先しようとする経営陣の姿勢が窺え、過去にも一貫してそのような姿勢を示してきた場合、
一定程度レバレッジが上がっても格付に与える影響が限定的なこともある。
従来から継続的に行われている買収活動は、総合商社の独特なビジネスモデルとなっている。総合
商社はこれまで頻繁に、収益拡大、事業ラインの拡大、市場地位の強化、コスト面でのシナジー、新
規技術へのアクセス、また幅広い事業内容や分散を生かし、グローバルで見出だされるダイナミック
な事業機会への参入（ならびに資産売却による撤退）のために、買収を行ってきた。買収が格付に
与える影響は、企業の従来の資本構成や、それが買収によってどの程度変化するかに左右される。
評価方法

財務方針
ムーディーズは、発行体の目標とする資本構成や信用プロファイル、過去の実績、公約の遵守を検
討する。景気サイクルの様々な局面での、経営陣の事業実績やキャッシュフローの使途に着目する。
その他、信用市場や流動性環境の変化、訴訟、競争上の課題、規制圧力などの主要な事象への
経営陣の対応方法もみる。
M&A に対する経営陣の選好度も、取引の種類（コアコンピタンスあるいは新規事業）および資金調
達方法に関する判断に注目して検討する。買収の頻度や重要性、過去の資金調達方法も考慮す
る。負債調達による買収、あるいは信用力を変化させる買収は一般的に、この要因のスコアの低下
につながる。
また、企業およびその所有者の、株主と債務保有者の利害のバランスに関する過去の実績も考慮
する。債務保有者より株主還元を重視してきた実績は、この要因ではネガティブに評価されると考え
られる。
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要因 4

財務方針 (30%)
サブ要因
のウェイト

財務方針

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

30% 極めて保守的な 非常に安定した 債権者の利益を 債権者の利益と 債権者より株主 債権者より株主 経済環境が変化 良好な経済環境
財務方針をとると 保守的な財務方
みられる。非常に 針をとるとみられ
安定した財務指 る。安定した指
標。長期にわた 標。格付変更に
る非常に強固な つながるイベント
信用プロファイル リスクがほとんど
の維持へのコミッ ない。長期にわ
トメントを表明。 たる強固な信用
長期間にわたり プロファイルの維
安定的な財務方 持へのコミットメ
針を維持してきた ントを 表明。長期
間にわたり安定
実績。
的な財務方針を
維持してきた実
績。

守る予見可能な 株主の利益を均
財務方針をとると 衡させる財務方
みられる。ある程 針をとるとみられ
度のイベントリス る。負債調達に
クがあるが、レバ よる買収（対応す
レッジへの影響 る資産売却によ
は小さく一時的な る資金流入が無
ものとみられる。 いと見込まれる
強固な信用 プロ 場合）、あるい
ファイル への強 は、株主還元が
い コミットメント。 信用プロファイル
安定的な財務方 の悪化に繋がる
針を維持してきた リスクがある。安
定的な財務方針
実績。
の維持が期待で
きる。

を優先する財務 を優先する財務
方針をとるとみら 方針をとるとみら
れる。株主還元、 れる。株主還元、
買収（対応する 買収、他の資本
資産売却による 構造の大幅な変
資金流入が無い 更を要因とする
と見込まれる場 高い財務リスク。
合）、他の資本構 潜在的に財務方
造の大幅な変更 針が債権者に不
を要因として財務 利な方向に変更
リスクが平均を上 される可能性が
回る。安定的な ある 。
財務方針の維持
が期待できる。

した際に、債務再 下でも、債務再
編リスクの高まり 編リスクの高まり
につながる財務 につながる財務
方針をとるとみら 方針をとるとみら
れる。財務方針 れる。財務方針
が債権者に不利 が債権者に不利
な方向に変更さ な方向に変更さ
れる可能性が高 れる可能性が高
い。
い。

スコアカードの前提と限界、およびスコアカードに含まれないその他の格付上の
考慮事項についての議論
本格付手法のスコアカードでは、複雑性を高め実際の格付により近いマッピングを行うよりも、透明性
を向上させるため簡便性を追求することに重点を置いた。スコアカードで用いられる 4 つの主要要因
は、商社の格付で重視されるすべての考慮事項を網羅したものではない。また、ムーディーズの格
付は将来のパフォーマンスの予想を織り込んでいる。一部のケースでは、開示できない機密情報に
基づいて将来のパフォーマンスを予測している。過去のパフォーマンス、業界トレンド、競合他社の動
向、他の要因に基づいて、将来の業績を推定する場合もある。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。
ムーディーズによる予想は、マクロ経済環境と全般的な金融市場環境、業界の競争状況、破壊的
技術、行政措置や法的措置といった想定外の変化によって、不正確なものになり得る。
本セクターに適用する主要な格付上の想定としては、次のようなものがあげられる。ソブリンの信用リ
スクは他の国内発行体の信用リスクと強い相関性があること、法的な請求権優先順位は様々な債
務クラスの平均回収率に影響を与えて同一発行体の異なる債務クラスの格付差異を十分に正当
化すること、流動性調達力は信用リスクの重要な決定要因になることなどである。
本格付手法のスコアカードで用いる指標を選択するにあたり、経営陣の質と経験、コーポレート・ガバ
ナンス評価、財務報告と情報開示の質など、あらゆる業界のすべての企業に共通するいくつかの重
要な要因を、明示的な形では含めなかった。それらをスコアカードに基づいて格付カテゴリーでラン
キングすれば、他の様々なセクターの格付対象発行体に対して特定の発行体の相対的ランキング
が緻密になりすぎる場合もある。
格付には、定量化が難しいが、特定の場合に限り信用力の差別化に有効となる追加要素が含まれ
ることもある。そうした要因には、財務管理、不透明な特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、競合のストラテジー、マクロ経済動向なども格付に影響を与える。これらは重要な考慮
事項ではあるが、スコアカードで正確に表現しようとすれば、過度に複雑になり透明性が大幅に低下
することは避けられない。また、格付には、特定の要因のウェイト付けがスコアカードで用いるウェイトと
は大きく異なっている状況を考慮している場合がある。
格付での考慮事項としてのこのようなウェイトの変更は、スコアカードには含めなかった要因にも適用
されるケースがある。例えば、流動性は格付に極めて重要な影響を与えうる要因であるが、状況に
よっては、類似した信用プロファイルの発行体の差別化に実質的な影響を与えないこともある。デフ
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ォルト・リスクを高めるような極めて低い流動性は、格付に大きく影響する。しかし、格付が極めて低く
流動性がデフォルト回避に大きな役割を果たす場合でない限り、2 社の信用プロファイルが全く等しく、
唯一の違いが、一方は流動性が良好であり、もう一方が「極めて」良好であるという場合、両社の格
付は同じになることがある。

他の格付上の考慮事項
ムーディーズが考慮する要因は本稿で考察した要因以外にもある。格付においては、経営陣の質、
コーポレート・ガバナンス、財務管理、流動性管理、イベントリスク、季節要因なども考慮する。
スコアカードに含まれる財務指標に加えて、他の財務指標も企業の相対的な信用力およびそれが
時間と共にどのように変化するかに関して有益な示唆を与える。例えば、純有利子負債/ネット運転
資本は、バランスシート上の有利子負債がどの程度、相対的に流動性の高い資産を調達しているか
を示し、コモディティ商社の信用力を示唆する有益な指標になることもある。純粋にコモディティを仲
介・売買する多くの商社については、この指標は 1.0 倍を下回る。垂直統合されている規模の大きい
企業については、固定資産や関連会社に巨額の投資を行っていることから、この指標は 1 - 2 倍とな
る。コモディティ価格がピークや底に達するときは、通常のレンジに変化がみられることもある。

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・哲学を評価する一助となり、競合他社のパフォーマンスやムーディーズに
よる予想と比較した経営陣のパフォーマンスの評価となる。経営陣の質の一貫性が一旦確立されれ
ば、将来のストレス状況下での経営陣のパフォーマンスについての知見が得られ、設定した計画や
指針から大きく逸脱する傾向を示す指標となり得る。

コーポレート・ガバナンス
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、
取締役会によるトレーディングリスクの監督の頻度と水準、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、監査済み財務諸表の正確性を信頼して、格付の付与とモニタリングを行っている。
こうした正確性は、業務の一元化、経営陣の適切な方針、会計方針と手続きの一貫性といった、内
部統制によって影響を受ける場合がある。監査人による財務諸表への意見表明、財務諸表の修正
や規制当局への提出遅延は、内部統制の潜在的な機能不全を示すものである。

流動性管理
スコアカードには含まれていないが、流動性は商社業界にとって極めて重要である。流動性は、先物
売買契約の締結、コモディティ売買に関する個別契約や店頭取引契約、オプションへの参加、相応
なコモディティ価格上昇の吸収、先物市場がないコモディティの価格のリスク対応といった、商社の
能力に大きく影響する。
ムーディーズは、現在のコモディティ価格、潜在的な需給の歪み、合理的な範囲内にある経済見通
しに基づき、企業の短期的な流動性需要に関する意見を形成する。商社は多額の流動性クッション
を維持し、大幅に変動しうるコモディティ価格に対処することが求められる。ムーディーズの分析では、
流動資産とコベナンツにおける余地も考慮に入れる。
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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
低下する可能性があることを認識している。例外的なイベントの例として、買収・合併、資産売却、ス
ピンオフ、資本再編計画、訴訟、株主への利益配分などがある。
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付録 A:商社のスコアカード
サブ要因
のウェイト

Aaa

Aa

A

Baa

≥ $250

$100 - $250

$50 - $100

$20 - $50

≥ $200

$150 - $200

$100 - $150

$50 - $100

≥ $75

$30 - $75

$10 - $30

$5 - $10

Ba

B

Caa

Ca

$10 - $20

$1 - $10

$0.5 - $1

< $0.5

$25 - $50

$10 - $25

$1 - $10

< $1

$1- $5

$0.25 - $1

$0.1 - $0.25

< $0.1

十分に分散されたグ
ローバルな事業展
開。複数の事業部門
を抱え、ほとんどの
部門で広範なサービ
スを提供。地域、エ
ンドマーケット、顧客
に中程度の集中が
みられる。

広く大陸をカバーす
る事業展開と幾分か
の地域展開。いくつ
かの事業部門を抱
え、その多くで幅広
いサービスを提供。
地域、エンドマーケッ
ト、顧客に中程度の
集中がみられる。

広く大陸をカバーする
事業展開。事業分野
は少ないが、最低一
つの主要部門で幅広
いサービスを提供。
地域、エンドマーケッ
ト、顧客に大きな集中
がみられる。

一つの国または大
陸で事業を展開。
地域、エンドマーケ
ット、顧客に大きな
集中がみられる。

一カ国内に偏在、集
中したローカルな事
業展開。

キャッシュフローと利
益の両方で極めて
高い変動性が見込
まれる。

変動性が低く、底堅
い利益が見込まれ
る。景気サイクルを
通して、キャッシュフ
ローに幾分かの変動
極めて強固かつ明 非常に強固かつ明 強固なバリューチェ 性が見込まれるが、
確に開示されたリス 確に開示されたリス ーンと長期の取引契 資産のリサイクルで
相殺できる。
ク管理体制とその優 ク管理体制とその優 約。
強固かつ明確に開 非常に良好なバリュ
れた実績。
れた実績。
コモディティやデリバ コモディティやデリバ 示されたリスク管理 ーチェーンと長期の
ティブで自己勘定取 ティブで自己勘定取 体制とその良好な実 取引契約。

利益にある程度の変
動が見込まれる。景
気サイクルを通して
キャッシュフローに
変動性が見込まれる
が、資産のリサイク
ルで相殺できる。

景気サイクルを通し
てキャッシュフロー
に高い変動性が見
込まれる。資産リサ
イクル面での柔軟
性は非常に限定
的。

要因 1：規模 (20%)
売上高 （10 億米ドル）

10%

GTC: 総資産
または

10%

CTC: 固定資産
要因 2：事業プロファイル(30%)
事業プロファイル
(GTC)

30% 高度に分散されたグ
ローバルな事業展
開。地域、エンドマー
ケット、顧客に集中
がみられない。

高度に分散されたグ
ローバルな事業展
開。複数の事業部門
を抱え、全ての事業
分野で広範なサービ
景気サイクルを通し 景気サイクルを通し スを提供。地域、エ
ンドマーケット、顧客
て最低でも 10％の て最低でも 6％の
ROA を達成できる極 ROA を達成できる非 にやや集中がみられ
めて安定的で高水 常に安定的で高水 る。
準の収益を維持する 準の収益を維持する 景気サイクルを通し
と見込まれる。
と見込まれる。
て、変動性が低く、
極めて強固なバリュ 非常に強固なバリュ 安定的で非常に強
ーチェーンと長期の ーチェーンと長期の 固な利益が見込ま
れる。
取引契約。
取引契約。

引を行っていない。
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高度に分散されたグ
ローバルな事業展
開。地域、エンドマー
ケット、顧客に集中
がみられない。

引を行っていない。

景気サイクルを通して
利益とキャッシュフロ
不十分なリスク管理
ーに変動性が見込ま
体制と不十分な実
れるが、資産のリサイ
績。
クルで相殺できる。 バリューチェーンと
コモディティにおける
ある程度のバリュー 長期取引契約は最 自己勘定取引が多
チェーンと長期取引 小限。
い。デリバティブにお
契約。
リスク管理体制は ける自己勘定取引
良好なバリューチェ 十分なリスク管理体 不十分でその実績 が多い。
ーンと一部の長期取 制と十分な実績。
は最低限。
引契約。
コモディティにおける コモディティにおけ

良好なリスク管理体
強固なリスク管理体 制とその良好な実
績。
コモディティやデリバ 制とその良好な実
績。
ティブで自己勘定取
コモディティにおける
引を行っていない。 コモディティにおける 自己勘定取引は最
自己勘定取引は最 低限に抑えられてい
低限に抑えられてい る。デリバティブで自
る。デリバティブで自 己勘定取引を行って
己勘定取引を行って いない。
いない。
績。

バリューチェーンや
長期契約は無い。

自己勘定取引は少な
い。デリバティブでは
自己勘定取引を行っ
ていない。

る自己勘定取引が
多い。小規模ながら
デリバティブで自己
勘定取引を行って
いる。

格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

サブ要因
のウェイト

事業プロファイル
(CTC)

Aaa

30% 商品仲介業務を行
わない。トレーディン
グは全て垂直統合
事業に結びついてい
る。
売上は地理的に分
散している。

Aa

商品仲介業務は最
低限にとどまる。

A

ある程度の商品仲
介を行うが、大部分
売上は 地理的に分 が垂直統合事業を
支えるものである。
散している。
過去長期にわたり極 最大の地域が売上
めて多様な商品を取 高に占める割合が
り扱ってきた実績。 40％未満である。

過去長期にわたり極 継続的に 10％以上
めて多様な商品を取 に維持される営業利
り扱ってきた実績。 益率に示される、全
継続的に 15％以上 ての事業部門での
に維持される営業利 世界市場における主
益率に示される、全 導的なシェア。
ての事業部門での 競合先は規模で大
世界市場におけるナ 幅に劣る。
ンバーワンのシェ
現物ポジションとロジ
ア。
スティクス資産に直

Baa

Ba

B

Caa

Ca

事業の大部分が商
品仲介に結びついて
おり、良好なグロー
バル・ロジスティクス・
インフラを保有してい
る。

事業の大部分が商
品仲介に結びついて
おり、十分なロジス
ティクス資産を保有
している。

商品仲介が最大の事
業となっており、良好
な地域ロジスティクス
資産を保有している。

商品仲介が最大の
事業であり、地域ロ
ジスティクス資産は
限られる。

商品仲介が最大の
事業であるが、ロジ
スティクス資産を全く
保有しない。

最大の地域が売上
過去長期にわたり多 高に占める割合が
様な商品を取り扱っ 50％未満。
長年にわたり確立し
てきた実績。
全ての主要な商品 た市場地位を、適度
ラインアップで主導 に分散された商品ポ
ートフォリオ全体にわ
的な世界市場シェ
たって維持。
ア。

最大の地域が売上
高に占める割合が
65％未満。

最大の地域が売上高 最大の地域が売上 最大の地域が売上
に占める割合が 90％ 高に占める割合が 高に占める割合が
未満。
95％未満。
95％以上。

商品ポートフォリオは
適度に分散された商 限られている。
品ポートフォリオ。
二つ以上の地域にお
世界市場における確 ける確立し、安定した
立し、安定した市場 市場地位。
地位。
規模で大幅に勝る競

主要商品は 2 つか 主要商品が 1 つ。
3 つ。
一地域において確立
一地域において確 しているとはいえ変
立し、安定した市場 動性の高い市場地
地位。
位。

ほとんどの競合先
規模がより大きい競 合先があり、同規模の が規模で大幅に勝
同規模の競合先は 世界市場の主要部 合先も多く、同規模 競合先も多い。
る。同規模の競合
少ない。多くの競合 門における主導的な の競合先も多い。
相当程度のデリバティ 先は少ない。
シェア。
先は規模で劣る。
デリバティブは大部 ブが当該企業のロジ デリバティブの大部

デリバティブのほと
んどが当該企業のロ
スティクス資産に結び 分が当該企業のロ ジスティクス資産に
付けられていない商 ジスティクス資産に 結び付けられていな
品仲介や売買を支え 結び付けられてい い商品仲介や売買
るために使用されてい ない商品仲介や売 を支えるために使用
る。
買を支えるために されている。
自己勘定取引は確立 使用されている。
自己勘定取引が確

競合先は規模で大
幅に劣る。

結したデリバティブ デリバティブは大部 規模がより大きい競 分が現物ポジション
の使用。自己勘定取 分が現物ポジション 合先は少なく、規模で またはロジスティクス
現物ポジションとロジ 引は行わない。
とロジスティクス資産 劣る競合先が多い。 資産を支えるために
スティクス資産に直
に直結している。
デリバティブは主に 用いられる。
結したデリバティブ
自己勘定取引は最 現物ポジションまた 自己勘定取引は確
の使用。自己勘定取
はロジスティクス資産 立した方針と厳しい
低限にとどまる。
引は行わない。
個人が自己勘定取 を支えるために用い リスク限度枠の下に した方針とリスク限度 自己勘定取引は確
管理されている。
枠の下に管理されて 立した方針とリスク
引のリスクを取らな られる。
自己勘定取引は確
限度枠の下に管理
経営陣が取締役会 いる。
いようにする経営方
立した方針によって の承認を得ずにリス 経営陣はリスク限度 されている。
針。
報酬制度は自己勘 厳格に管理されてお ク限度枠を拡大させ 枠に対して幾分かの 経営陣はリスク限
定取引のリスクを取 り、全ての個人には る余地は限られてい 裁量権を有している 度枠に対して相当
（あるいはリスク限度 程度の裁量権を有
る個人に何ら恩典も 厳しい制限が設けら る。
れている。
報酬制度は自己勘 枠が高い水準に設定 している（あるいは
ない。
経営陣は取締役会
の承認を得なければ
リスク限度枠を拡大
できない。
報酬制度は個人が
自己勘定取引のリス
クを取る意欲を削ぐも
のになっている。
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当該市場あるいは地
域で最も規模の小さ
い企業。

定取引のリスクに対
し、限定されたインセ
ンティブとなってい
る。

されている）。
報酬制度はトレーダー
にリスクをとるインセン
ティブを与えるものに
なっている。ただし過
大なリスクを抑止する
ものとなっている。

リスク限度枠が過
大な水準に設定さ
れている）。
報酬制度はトレーダ
ーが過大なリスクを
とることを抑止でき
るものになっていな
い。

立した方針とリスク
限度枠の下に管理さ
れていない。
経営陣はリスク限度
枠に対して相当程度
の裁量権を有してい
る（あるいはリスク限
度枠が過大な水準
に設定されてい
る） 。
報酬制度はトレーダ
ーが過大なリスクを
とることを抑止できる
ものになっていな
い。

格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

サブ要因
のウェイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

<25%

25% - 35%

35% - 45%

45% - 55%

55% - 65%

65% - 75%

75% - 90%

≥90%

<0.5x

0.5x - 1.5x

1.5x - 3x

3x – 4.5x

4.5x - 6x

6x - 7.5x

7.5x - 9x

≥9x

<0.5x

0.5x - 1x

1x - 2x

2x – 3x

3x - 4x

4x - 6x

6x - 8x

≥8x

≥100%

50% - 100%

25% - 50%

15% - 25%

7.5% - 15%

0% - 7.5%

-4% - 0%

<-4%

非常に安定した保守
的な財務方針をとる
とみられる。安定し
た指標。格付変更に
つながるイベントリス
クがほとんどない。
長期にわたる強固な
信用プロファイルの
維持へのコミットメン
トを表明。長期間に
わたり安定的な財務
方針を維持してきた
実績。

債権者の利益を守る
予見可能な財務方
針をとるとみられる。
ある程度のイベント
リスクがあるが、レバ
レッジへの影響は小
さく一時的なものと
みられる。 強固な信
用 プロファイルへの
強いコミットメント。安
定的な財務方針を維
持してきた実績。

債権者の利益と株主
の利益を均衡させる
財務方針をとるとみ
られる。負債調達に
よる買収（対応する
資産売却による資金
流入が無いと見込ま
れる場合）、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。安定的な財務方
針の維持が期待でき
る。

債権者より株主を優
先する財務方針をと
るとみられる。株主
還元、買収（対応す
る資産売却による資
金流入が無いと見込
まれる場合）、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。安定的な財務
方針の維持が期待
できる。

債権者より株主を優
先する財務方針をと
るとみられる。株主還
元、買収、他の資本
構造の大幅な変更を
要因とする高い財務
リスク。潜在的に財務
方針が債権者に不利
な方向に変更される
可能性がある 。

経済環境が変化し
た際に、債務再編リ
スクの高まりにつな
がる財務方針をとる
とみられる。財務方
針が債権者に不利
な方向に変更され
る可能性が高い。

良好な経済環境下
でも、債務再編リス
クの高まりにつなが
る財務方針をとると
みられる。財務方針
が債権者に不利な
方向に変更される可
能性が高い。

要因 3：レバレッジ (20%)
有利子負債/
キャピタリゼーション
GTC: 純有利子負債
/EBITDA
または

10%

5%

CTC: 純有利子負債/
EBITDA
FFO/有利子負債

5%

要因 4：財務方針 (30%)
財務方針
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30% 極めて保守的な財
務方針をとるとみら
れる。非常に安定し
た財務指標。長期に
わたる非常に強固な
信用プロファイルの
維持へのコミットメン
トを表明。長期間に
わたり安定的な財務
方針を維持してきた
実績。

格付手法：商社の格付手法

CORPORATES

付録 B: コモディティ商社の財務諸表分析における追加的調整
財務諸表分析におけるムーディーズのグローバルな標準的調整アプローチに加え、コモディティ商社
には追加的な調整を加える。以下に、財務データの比較可能性を向上させ、より有意な財務指標を
提供するための、ムーディーズによる調整についての見解を示す。
決算日: ムーディーズは同一、あるいは類似した期間の一連のデータを用い、コモディティ商社各社
を比較する。事業年度末が異なるとコモディティ価格も異なるため、事業年度末での指標の比較は
困難となりうる。
LIFO （米国で大規模な事業を行う企業の損益計算書分析における調整）: 多くの企業は先入先出
法(FIFO)をベースにグローバルで事業を行う。米国企業は米国での事業について、後入先出法
(LIFO)を採用することもある。これらの会計処理方法の違いは、5 年等の長期間では大きな影響はな
いものの、コモディティ価格の変動により、ある時点においては財務指標に大きな影響を与えることが
ある。
コモディティ価格上昇時、LIFO への調整は、FIFO を採用している類似企業より営業利益は減少し、
また高水準の運転資本需要に対応するため有利子負債が増加する。この 2 つの傾向が重なると、
財務指標の悪化は FIFO を採用している企業より著しい。一方、コモディティ価格下落時の LIFO への
調整は、FIFO を採用している類似企業より営業利益は増加する。バランスシート上の有利子負債削
減と組み合わさることで、財務指標が FIFO を採用している類似企業よりはるかに良くみえる。コモディ
ティ価格の変動性が高まっていることから、この調整は一部企業に対して大きな影響を与えうる。ム
ーディーズの標準的調整アプローチ 6は、LIFO を採用している企業のバランスシートに影響を与える
が、損益計算書への影響はない。そのため、LIFO を採用している商社には別途調整が加えられる。
タイムチャーター: コモディティ輸送船のリースは、この事業にとって必要不可欠である。適した輸送
船を随時利用できれば、市場での短期的な価格格差を利用して、ロジスティクス・販売事業でより高
い利益を生み出すことができる。しかし商社各社には、大抵、船舶を常時使用するほどの取引量が
あるわけではない。一部の商社は、非常に流動性の高いタイムチャーターの先物市場を通じて、将
来必要と予想される分をヘッジすることでリスクを管理している。また、ブローカーとなることを選択す
る商社もある。すなわち、取扱量をはるかに上回る輸送船を契約し、その契約上のコミットメントの大
部分をサブリースすることによって、プロフィット・センターとして営業しているところもある。商社が一定
規模のタイムチャーターリースを確保している範囲で、リースと平均リース期間に対するムーディーズ
の評価に基づく倍数で、年間リース費用を資産勘定に計上する。
容易に換金可能な在庫(RMI): 通常、商社が保有する在庫の大部分は、完全にヘッジされているか、
契約上は売却されており、在庫回転は極めて速い 7（現金価格と先物価格の差異を利用する目的で
保持している在庫を除く）。そのため、商社は一部在庫を現金化し、有利子負債を削減できる。ただ
し、RMI の大部分を現金化することは、将来の利益率の低下、もしくは貿易パートナーや取引先企業
との関係の悪化(OTC 取引において担保条件が引き上げられる可能性）につながり、事業へのマイナ
スの影響が伴うとムーディーズは考えている。したがって、ムーディーズは RMI を主に流動性を支え
る要因としてみている。
コモディティ価格の変動は、コモディティ商社の財務指標の変動性をさらに高めることになる。ムーデ
ィーズは、有利子負債の調整に保守的な RMI 値を用いることで、コモディティ商社の純有利子負債
の財務指標に一定の安定性をもたらすことがわかった。そうすることで、これらの商社の格付が安定
的に推移すると思われる合理的な財務指標の範囲や、格上げ・格下げの目安となる指標数値をム
ーディーズは提示することができる。ムーディーズは発行体が提示した RMI 値を使用しない。この RMI
値を使用すると、純有利子負債に大幅な調整が加えられてしまい、有利子負債が大幅に増加して
いるのにも関わらず、財務指標に大きな変化がみられないという事例が発生する可能性がある。
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詳細については、事業会社の分析における財務諸表の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。セク
ター別格付手法およびクロス・セクター格付手法へのリンクは、関連リサーチのセクションに掲載されている。

7

その他のコモディティ業界では在庫は完全にヘッジされておらず、また契約上売却もされていないので、通常この調整
は適さない。
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ムーディーズは RMI に調整を加える。RMI の調整は、商社の仲介・売買事業に関係する収益基盤と
在庫の比率により決まり、通常全在庫の 20-50%である。特定の状況や個別のあるいは全般的なコ
モディティ市場の見通しを受けて、ムーディーズが固有のリスクに対する十分な見識を有し、基準を
超える調整を適切と判断すれば、上記の 20-50%を上回る調整が検討されることもある。通常、この
ような調整は対象となる在庫の 75%を超えることはない。本格付手法のコモディティ商社のレバレッ
ジ指標と FFO/有利子負債比率の算出において、RMI 調整は有利子負債から差し引かれる。
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付録 C: 商社業界の概況
総合商社:
総合商社のビジネスモデルは非常に複雑であり、多くのセグメントで多様な収益源がある。総合商社
の事業は独自に形成されており、一方では伝統的なトレーディング事業を、他方では長期的な事業
投資を行っている。総合商社の信用プロファイルは全般的に事業会社と金融機関の間に位置する
ハイブリッドである。そのため、レバレッジ水準が高くても、多くの純粋な事業会社より高い格付に位置
づけされることもある。
総合商社の収益源とキャッシュフロー源は、概ね 3 つに分類される。(1)トレーディング事業からの収
益、(2)持分法適用会社から得られる配当収益、(3)連結子会社による製造、販売、金融サービス事
業からの収益。
トレーディングは商社にとってファンダメンタルな事業であり、引き続き各社のビジネスモデルの重要
な要素として位置づけられる。輸出、輸入、国内商業取引の仲介のみならず、情報収集・発信、ロジ
スティクス（川下への商品販売）、金融機能（信用供与）などの各種サービスを提供し、円滑な商業
取引を支える。一般に、トレーディング事業は低リスク、低収益である。
トレーディング事業に加え、商社は通常、少数持分を獲得することで積極的に事業投資を行う。総
合商社は、伝統的なトレーディング事業から長期投資へと事業をシフトし、投資を拡大している。また、
各セグメントで多様な収益機会を獲得するために、バリューチェーンの川上から川下までの全領域に
効率的に投資を行っている。例えば、LNG 事業では、ガス田開発、（液化）ガス生産、LNG 輸送、ユ
ーザーへのガス供給等、幅広い事業に携わっている。
事業投資の収益性は伝統的なトレーディング事業をはるかに上回るため、事業投資は商社のビジネ
スモデルを構成する重要な要素となっている。
しかし、トレーディング事業と比べて事業投資は、長期で流動性が低く、リスク・プロファイルが高いと
いった特徴を持つ。また、総合商社は鉄鉱石、石炭、銅、アルミニウム、天然ガスなどの循環的下降
局面に直面する資源・コモディティ分野に、多額の投資を行ってきた。したがって、リスク管理は極め
て重要であるが、限られた情報しか公開されていないため、商社のリスク管理能力を比較し、数値化
することは難しい。子会社からの収益も、商社の全般的な収益性に寄与する。子会社は製造業から
サービス業、リース業と多岐にわたり、業種により事業リスク・プロファイルや利益率は異なる。
総合商社の分析上の課題の一つは、トレーディング事業が各社のバリューチェーンの中に組み込ま
れており、トレーディング事業からの収益と事業投資・事業活動（子会社と持分法適用会社）からの
収益を切り離すことが難しいことである。また事業投資の一環として、商社は定期的に資産を売買し
ているため、他業界の企業と比べて EBITDA の変動性は高い傾向にある。
デリバティブは主に為替、金利、コモディティ価格といったエクスポージャーに関連する市場リスクの
ヘッジに用いられる。自己勘定取引への関与は極めて限定的である。
リースや販売金融に関連した事業などを手掛ける総合商社の金融機能的な性質や、トレーディング
事業に関連した短期資金の提供を要因として、総合商社の純有利子負債/EBITDA で示されるレバレ
ッジは非常に高い。
ただし、大部分の投資は総合商社の裁量で行われることから、この高水準のレバレッジは各社の投
資抑制能力により一部緩和される。金融危機直後に見られたように、不透明あるいは困難な事業環
境においては、各社はこれらの投資を抑制するといった財務の柔軟性を有する。また、規模の大きい
会社は、在庫ならびに、営業債権など、短期で質の高い大規模な資産ポートフォリオを有しており、
必要とあれば速やかにこれらを売却することができる。
最後に、総合商社において流動性管理も極めて重要である。一般に、総合商社は短期債務をカバ
ーするのに十分な多額の現金を保有している。また、日本の銀行からのコミットメントラインを有してい
ることが多い。
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コモディティ商社:
コモディティ商社の特徴は低マージン、安定した需要、変動しやすい信用力指標である。通常、商社
はコモディティ価格の変動リスクを軽減するためデリバティブを広く活用し、マージンを固定する。一
方で、マージンの向上を目的とした自己勘定取引も行っている。固有の事業リスクや競争リスクは、
販売するコモディティや事業展開する国により異なる。格付対象は、以下の 2 セグメントに分類され
る。
分散度の高い大企業で、事業と投資が垂直統合されている。
小規模仲介業者で、資産は限定されており、垂直統合もされていない。
ロジスティクス資産は重要:多くのコモディティ（原油ならびに関連のエネルギーデリバティブについて
は除外されることもある）のロジスティクス資産は、コモディティの仲介を支える必要な要素である。こ
れらのロジスティクス資産には、貯蔵庫、貯蔵タンク、鉄道車両、荷船、船舶、港湾施設が含まれる。
これらの資産は所有あるいはリースされるが、持続可能な売上成長の実現には、ロジスティクス資産
を拡大しなければならない。
デリバティブの使用:コモディティ商社業界にみられる別の特徴として、価格リスクを制限するための
デリバティブの幅広い使用や、多額のドルベースによる先物売買契約の締結が挙げられる。デリバテ
ィブの使用は非常に広範囲にわたるため、多くのコモディティ商社は世界の複数のコモディティ市場
に直接アクセスしている。
自己勘定取引:各社は現物商品の売買で蓄積した知見を活用し、個別のコモディティのロング、ショ
ート、スプレッドのポジションをとる。自己勘定取引の程度は、経営陣のリスク許容度、報酬体系、内
部管理の順守（VaR 上限など）により決まる。多くの企業には、利益創出能力に基づき高額報酬を受
けるトレーダーがいるため、ムーディーズは各社で実施されているリスク管理実務や内部管理に着目
する。
流動性:流動性は各社が追加的な事業を引き受ける能力に大きく影響するため、特に価格が上昇あ
るいは高止まりしている時に、コモディティ商社にとって極めて重要な要因となる。また、ベーシスリス
クが取引所でのオプション価格よりも高い場合、コモディティ商社の流動性に対する市場からの認識
は、コモディティ商社の価格リスクヘッジ能力に大きく影響する。コモディティ商社は他業界の企業よ
り積極的に流動性を管理しなければならない。
垂直統合:規模の大きいコモディティ商社の多くは、コモディティを生産あるいは付加価値商品（大豆
油、大豆ミール、エタノールなど、取引所で売買されているコモディティ商品も含む）へ加工する全額
出資の事業を通じて垂直統合されている。ムーディーズは、垂直統合は長期的に選択の幅を広げ、
マージンの安定性を高めるものと考えている。
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付録 D: 日本の総合商社に対する格付の考察
日本の商社の格付には日本固有のサポートシステムの要因が織り込まれている。ムーディーズは日
本の商社各社の特徴を考慮し、規模やプレゼンス、国内の雇用および経済に与える影響、グループ
企業内（「系列システム」と称されることもある）における重要性、主要取引銀行との関係の強さなど
のポジティブな要素の定性的評価を行う。
日本政府の信用力は、銀行システムや商社を支える国内関連企業の信用力に意義があることから、
日本の商社各社の信用力評価上のポジティブな要因を検討する際、ムーディーズは、日本のサポ
ートシステムを要因として、日本政府の格付を上回る水準にまで格付を引き上げることはしない。日
本の商社の格付には、サポートは無限に提供されるものではないこと、また一時的な流動性支援で
はなく、企業の存続性が不確かな場合にはサポート提供の可能性が低くなるであろうというムーディ
ーズの認識が織り込まれている。各国と同様、日本においても固有の信用力は重要である。
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関連リサーチ
信用格付は主にセクター別信用格付手法によって決定される。また、幅広い格付手法（1 つ以上の
クロス・セクター格付手法）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、こちらのリンクに掲載されている。
さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
Moody’s Basic Definitions for Credit Statistics （User’s Guide） はこちらを参照されたい。
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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、MIS から格付を付与され、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 761G 条の定める意味における「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」であるか又は「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、直接又は間接に、この文書又はその内容を 2001 年会社法 761G 条の定める意味における「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リテール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。リテール投資家が、投資判断を行う際にムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物を利用することは、慎重を欠き不適切です。
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相談することを推奨します。
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）が行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、20 万円から約 3 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と手続も整備しています。
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