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規制電力・ガス業界
Regulated Electric and Gas Utilities
本格付手法は 2017 年 7 月 5 日付で改訂された格付手法「規制電力・ガス業界」
を更新するものである。今回の更新では、いくつかの古いリンクをアップデートし、一
部の発行体に関する固有の情報を削除した。

概要
本格付手法は、規制業種である世界の電力・ガス会社の信用リスクを評価する際の
ムーディーズのアプローチを説明するものである。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たものではないが、本セクターの格付にとって通常、最も重
要となる定性的考慮事項と財務情報・比率を理解していただけるものとなっている 1。
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、ほとんどのケースで、
規制電力・ガス会社の信用プロファイルの推定に用いることができる参照ツールとなる。
スコアカードは、規制電力・ガス業界の企業の格付において一般に最も重要とされる
要因についてのガイダンスを要約したものである。しかし、スコアカードは概要であって、
全ての考慮事項を網羅している訳ではない。スコアカードの各要因に付与されたウエ
イトは格付決定における重要性の近似値を示したもので、実際の重要性はそれと大き
く異なることがある。また、本稿に掲載したマッピング例は過去の実績に基づいている
が、実際の格付はムーディーズの予想を織り込んでいる。従って、スコアカードにより推
定された結果が、各社の実際の格付に合致することを期待されるものではない。
本格付手法は 2020 年 9 月 16 日にアップデートされた。特定の時点の言及を削除し、一部書式に
軽微な修正を加えた。また、2019 年 11 月 5 日、一部の古い参照先をアップデートし、書式に軽微
な修正を加えた。
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今回の更新は、特定の要件が充足されるまで一部の法管轄域において適用されない場合がある。
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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スコアカードは、規制電力・ガスセクターの格付評価において重要な 4 つの要因から構成される。
1.

規制の枠組み

2.

コスト回収能力および収益確保能力

3.

分散

4.

財務力

上記の要因の一部は複数のサブ要因で構成される。また、持ち株会社の構造的劣後に関わるノッ
チングを提示している。
本格付手法は、ムーディーズのアナリストがこのセクターの企業に格付を付与する際に考慮する全て
の要因を網羅的に解説するものではない。このセクターの企業の格付においては、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・リスクなど、本稿内では詳述し
ないが全ての業種に共通する要因や、特定の企業にとってのみ重要となる要因も考慮する点に留
意されたい。ムーディーズの格付には、これらの要因以外のスコアカードのフォーマットでは明確に示
すことができない定性的要因も検討する。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
る結果がより実際の格付に近づくように複雑化するよりは、比較的単純で透明性が高い形で提示す
ることを優先して作成されている。
本稿の主な内容は以下の通りである。
»

格付対象の概観

»

格付手法の概要

»

スコアカード要因の説明

»

格付手法の前提と限界についてのコメント(スコアカードに含まれない格付上の考慮事項の説明
を含む)

付録として、スコアカードの全体(付録 A)、電力・ガス会社グループに属する企業の格付に対するム
ーディーズのアプローチ(付録 B)、本格付手法が対象とする様々な企業のタイプについての説明(付
録 C)、地域固有の考慮事項およびその他の考慮事項(付録 D)、電力購入契約の取り扱い(付録 E)
を掲載した。
本格付手法は信用格付の決定に用いる分析の枠組みについて解説するものである。ムーディーズ
の分析では、場合によって、業種に固有ではない考慮事項に適用するムーディーズのアプローチを
説明する他の格付手法を指針として用いることもある。短期債務格付、異なる債務クラスやハイブリ
ッド証券の相対的ランク付け、ソブリン債の格付が非ソブリン発行体に及ぼす影響、他の事業体から
得られる信用サポートの評価などがそのような考慮事項として挙げられるが、これらに限定されない 2。

格付対象について
本格付手法は、「ネットワーク」 3を除く、料金が規制を受けている 4電力・ガス会社の格付に適用され
る。規制電力・ガス会社とは、規制料金の下で、電力、ガスおよび/またはその関連サービスを(ほと
んどの場合、小売顧客に)販売することを主たる 5事業とする企業を指す。また、本格付手法の対象
となる電力・ガス会社には、発電設備が事業資産の重要な部分を占め、料金が規制を受ける電力

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。

3

規制電力・ガス・ネットワークとは、電気あるいはガスの調達・販売には関わらず、純粋に電力あるいは天然ガスの輸
送・配給を主たる事業とする企業を指す。従って、顧客への請求額にはコモディティ原価にあたる要素が含まれていな
い。主に(多くの場合、専ら)小売り顧客以外の顧客にサービスを提供し、料金は国レベルの当局の規制を受ける。

4

多くの業種の企業が規制を受ける。「料金が規制を受ける」は、料金(タリフまたは収入全般も含める)が規制当局によっ
て設定される企業をその他の企業と区別するために用いる。

5

キャッシュフローの大半が持続的に規制電力・ガス会社から生じており、今後もそれが見込まれる場合、ムーディーズ
はその企業を規制電力・ガス事業を主体とする企業であると考える。キャッシュフローは変動することがあるので(電力・
ガス事業以外の事業のシクリカルな要因による低迷を理由として、電力・ガス事業からのキャッシュフローが大半を占
めることもある)、どちらの事業が主体かを判定するにあたって、当該企業の資産および/または負債の内訳も考慮する。
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会社、電気・ガス商品の請求が顧客への料金請求の相当部分を占める電力・ガス会社、料金が地
方政府(省、州、市など)による規制を受ける電力・ガス会社、送電網に対し独立電力管理機構の機
能を果たす企業なども含まれる。即ち、本格付手法に基づき格付される企業は、主として、料金が
規制を受ける独占企業、あるいは、明らかな独占企業とは言えないが、政府が実質的に料金を設
定し、競争が制限されている領域で事業を行なう企業である。
本格付手法は世界の規制電力・ガス会社を対象とする。それらの企業は、電力および/または天然
ガスの製造、輸送、調整、供給および/または販売に従事しており、民間会社、営利追求型の政府
系企業、独立系のシステム運営者の場合は非営利かそれに準じる事業体のいずれかに該当する。
本格付手法は、付録 C で詳述する通り、垂直統合型電力会社、小売顧客を相手とし(および/また
は)サブソブリンの規制を受ける送配電会社、地域ガス配給会社 (LDC)、独立電力管理機構、規制
発電会社など、幅広い企業を対象としている。これらの会社は事業会社である場合もあり、持ち株会
社である場合もある。
規制電力・ガス会社の格付では、事業を行なう規制環境が最も重要な考慮事項となる。規制の内
容は規制管轄ごとに大きく異なりうる。ネットワーク会社の場合も規制は重要な考慮事項になるが、
電力・ガス会社にとっての規制環境の方が、変化がよりダイナミックで政治介入の対象となりやすいと
いう側面がある。価格の変動が大きい電気・ガス代金の請求など規制電力・ガス会社は小売顧客と
直接接触する関係にあり、料金設定が政治的圧力を受けやすい。同様に地方政府による規制も、
料金を不満とする顧客や集票を望む政治家などの介入を招きやすい。規制環境に対するムーディ
ーズの見解は、本セクターの発行体に影響を与える規制、政治、法律関連のイベントに対するムー
ディーズの観測にしたがって変化していく。
本格付手法は規制電力・ガス会社を対象としており、規制ネットワーク、規制を受けない公益企業や
電力会社、公営電力会社、ミューニシパル・ジョイント・アクション・エージェンシー、電力協同組合、
規制水道会社、および天然ガスパイプラインなどの発行体は対象とせず、別の格付手法を適用する 6。

本格付手法について
本稿では、規制電力・ガス会社に対する格付手法を 6 つのセクションに分けて説明する。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、以下の 4 つの主要格付要因から構成される。4 つの要因はさらに詳
細なサブ要因で構成される。

6

3

JULY 5, 2017

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。

格付手法:規制電力・ガス業界

INFRASTRUCTURE

格付要因/サブ要因のウエイト－規制電力・ガス会社
要因の
ウエイト

格付要因

サブ要因のウ
エイト

サブ要因

規制の枠組み

25%

コスト回収および収益確保能力

25%

事業コスト・資本コスト回収の適時性

分散

10%

市場地位

12.5%
12.5%

規制の枠組みを支える立法・司法基盤
規制の一貫性と予測可能性

12.5%
12.5%

料金とリターンの充足度

5%*
5%**

電源設備および燃料の分散
財務力および主要財務指標

40%

（運転資本調整前 CFO＋支払利息）／支払い
利息
運転資本調整前 CFO／有利子負債
（運転資本調整前 CFO－配当）／有利子負債
有利子負債／キャピタリゼーション

合計

100%

7.5%
15.0%
10.0%
7.5%
100%

ノッチング調整
持ち株会社の構造的劣後

0 から－3

* 発電を行なっていない発行体については 10%のウエイト
** 発電を行なっていない発行体についてはは 0%のウエイト

2. スコアカードの主要要因の測定または推定
以下に、各格付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
エイトを示す。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）、あるいは
ムーディーズのアナリストが推定する。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、事業構造改革、減損、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、オペリーティング・リース等に関わるムーディーズの標準的調整を加える 7。
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。本稿では、スコアカードの適用例の透明性を高めるため、過去のデータ
(多くの場合、報告された過去 3 年間の実績の平均)を用いる。ただし、異なる期間のデータを用いて
スコアカードの要因を評価することもある。例えば、格付委員会は、過去の実績と将来の見込みの両
方を数年以上に亘って、あるいは各 12 カ月ごとの期間のパフォーマンスを検討した方が、分析上有
用と判断する場合もある。

3.格付カテゴリーへのスコアカード要因別マッピング
10 の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)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
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ことの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いくつかの追加的要因や、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。

7
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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標準的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. スコアカードから推定される結果の決定 8
スコアカードから推定される格付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エイトが乗じられ、それらが合計されてウエイト適
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

要因別スコアの加重平均

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、スコアカードと本業界の信用リスクに対するムーディーズのコメントと見方を掲載した。

8
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一般に、スコアカードは投機的等級発行体のコーポレート・ファミりー・レーティングおよび投資適格等級発行体のシニ
ア無担保債務格付の導出に用いることを想定している。親会社のサポート、政府出資、あるいは他の制度的サポートに
より格付がアップリフトされる発行体の場合、スコアカードから導出される格付はベースライン信用リスク評価を示す。詳
細については、ムーディーズの政府系発行体に対する一般的な評価手法を説明したクロス・セクター格付手法を参照さ
れたい。個々の債務証券の格付は、支払優先順位と担保を考慮したノッチングに関する判断も織り込んでいる。詳細に
ついては、投機的等級の事業会社のデフォルト時損失の原則を説明したクロス・セクター格付手法、ならびに証券の種
類と支払優先順位に基づく事業会社の債務証券格付の調整に関するクロス・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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主要格付要因
ムーディーズが電力・ガス会社の格付を付与する際に検討する 4 つの主要な要因は次の通りである。
»

規制の枠組み

»

コスト回収および収益確保能力

»

分散

»

財務力

持ち株会社の構造的劣後に関しては、ノッチングによる調整を行なう。

要因 1:規制の枠組み(25%)
この要因を重視する根拠
独占企業体として運営されることが多い料金が規制を受ける電力・ガス会社の場合、規制環境とそ
れへの適応能力が、最も重要な信用格付上の考慮事項となる。規制環境は、規制の枠組みとそこ
から導かれるコスト回収および収益確保能力という 2 つの要因で構成される。大まかに言って、規制
の枠組みは、(料金設定を始めとして)電力・ガス会社の経営を左右する全ての決定の基礎となり、さ
らにはそれに基づく意思決定の予測可能性と一貫性の基礎ともなる。一方、コスト回収及び収益確
保能力の方は、適時性および料金設定の結果を含めて、実際の決定により直接的に結びついてい
る。
電力・ガス会社の料金 9は、競争あるいは自由市場を通じてよりも、むしろ政治的/規制上のプロセス
を経て決定される。規制の枠組みが電力・ガス会社の事業の成否を決定付ける主要な要因となる
のはそのためである。規制の枠組みを構成する要素は多岐に亘る。監督主体とそれが制定する公
益企業法令、規制当局者の任命・選任方式、規制当局が公布する規則および手続き、法令・規則
を解釈し意見の相違を調停する司法制度、電力・ガス会社の政治・行政プロセスへの対応などであ
る。これまでの電力・ガス会社の信用逼迫あるいはデフォルトは、規制の枠組みの機能不全あるいは
障害を主な理由(あるいは少なくとも二次的な理由)として発生している。例えば、規制当局が工事未
完了の発電所あるいは「真実かつ有効(used and useful)」と見なされない発電所への投資を料金計
算に含めるのを禁止する法律の施行、あるいは料金設定の合意が電力・ガス会社が債務不履行を
起こすまで達成されない事態などがそれに当たる。
スコアカードにおいて「規制の枠組みを支える立法・司法基盤」を評価する方法
ムーディーズは、このサブ要因に関して、電力・ガス会社に関する法令・規則が発行体に適用される
範囲、明瞭性、透明性、支援姿勢、精緻性、等を検討する。また料金設定や電力・ガス会社に影響
するその他の規制上の問題に関わる規制当局の権限範囲、公平に紛争を調停する司法その他の
独立機関の能力、および電力・ガス会社の独占状態が有意に成長力ある強みとなりうるかどうか、な
ども検討事項となる。さらに、規制の枠組みの完成度(規則や規制は充分に具体的か、規制の枠組
みが充分に検証されているかの両方)、規制当局の決定や司法当局の判断がどの程度、将来の料
金決定に資する前例の枠組みとして定着しているかも検討事項となる。スコアでは個別発行体に焦
点を当てるので、当該電力・ガス会社の枠組み形成への関与能力やそれへの適応能力など、規制
の枠組みに手際よく対応する当該電力・ガス会社の能力も検討する。
サブ要因「立法・司法基盤」に関して高いスコアを得るのは、次の様な特徴を持つ規制の枠組みの
下で事業を行なっている電力・ガス会社である。規制当局者が公正な料金設定に用いる多くの手続
きを疑問の余地なく明文化する電力・ガス会社の事業に支援的な法制の存在(料金に関する法制
が電力・ガス会社の全般的、個別的ニーズに対応してきた経緯)、長期に亘って料金設定の透明性
が維持されてきた過去の経緯、および法令の曖昧さに対処して公平に意見の相違を解決することで
潤沢な判例を提供してきた司法の存在、などがそれらの特徴である。規制当局者が、法令あるいは
その執行によって、裁量的に、電力・ガス会社が慎重に実施した投資のコストとリターンを確保するの
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を妨げる、あるいは規制当局の決定が政治家の人気取り的な施策によって覆される可能性がある規
制の枠組みの下で事業を行なっている公益企業のスコアは、かなり低くなる。
一般的に、国が制定する公益企業法制は、州、省、市が制定する規制に比べ政治的介入の可能
性が低いとムーディーズはみている。従って、このサブ要因で最高のスコアを付与されるのは前者の
カテゴリーである。とは言え、ムーディーズは一部の国の州あるいは省は小さな国家の規模を越える
場合があることを認識しており、それらの規制当局も同様に何が公平でテクニカルな料金設定かを
巡る議論を巻き起こす可能性が低いことから、非常に高いスコアに相当すると判断する場合がある。
規制の枠組みでは司法制度が主要な要因となる場合がある。それは、電力・ガス会社と所在する州
または市の規制当局で意見の相違があった場合、最終的に連邦地方裁判所か時には連邦最高裁
判所で解決される米国のような訴訟社会に特に当て嵌まる。さらに米国では破産手続きは連邦裁
判所で扱われ、連邦裁判所が州または市当局に対して料金設定協定を押しつけた事例があった。
そのため、州規制当局の意思決定に関わる権限範囲が州または連邦レベルの裁判所の判例によっ
て制約を受ける場合がある。これは、規制の枠組みによる信用支援の評価においてプラスの要因と
なる。
電力・ガス会社は一般に予測可能な将来に及ぶ強力な独占力を持つと想定され、そのような期待
によって、同程度の格付を有する他のセクターの企業に比べて高い財務レバレッジが許容されてき
た。従って、独占力の存在それ自体がこのサブ要因のスコアを高める強力な要因とはなりにくい。一
方で、電力・ガス会社は、顧客がサービスを購入してくれなければコストと投資を回収し、債務を返済
できないことから、独占状態を深刻に脅かす状況がある場合、スコアは低くなる。市営化、自家発電、
ネットメータリングを用いた分散発電、無断使用(料金に含めて補償されるレベルを越えるもの)などの
形で、これまでも電力・ガス会社の独占状態が浸食を受けてきた例がある。そのような独占状態の
浸食の深刻化、あるいはそのような事態が顧客の支払う料金の当該電力・ガス会社にとどまる部分
に有意な影響が及ぶ事態は、このサブ要因と要因 2(コスト回収および収益確保能力)の評価にマイ
ナスの影響を及ぼす。
このサブ要因のスコアリングは規制管轄が同じであれば全ての電力・ガス会社について同じになる訳
ではない。同じ規制管轄の中で、公益企業法や規則が一部の電力・ガス会社に対して他の電力・ガ
ス会社よりも大きな影響を及ぼす例を見てきた。当局に提出する書類の内容やニュアンス、そして
当局の決定から、経営陣が規制当局や司法当局から受ける信頼や経営陣の規制への対応力には
差があったことが分かる。
規制の枠組みの土台部分は比較的緩慢にしか変化しないが、変化するのは確かであり、ムーディー
ズはそのような変化をこの要因のスコアに反映するように努める。例えば、新たな枠組みは、規制当
局による解釈が発表され、時に訴訟手続きを経て一連の判例が形成されていく中で、時間を掛けて
検証されていく。電力・ガス会社が特定のコストを証券化したり、暫定料金を回収できるように法律の
改正を求めることもあり、以前はベース・レート手続きに基づいて料金が回収されていた規制管轄で、
ライダーやトラッカーが導入されることもありうる。それらの変更はサブ要因 2b「事業コストと資本コスト
の回収の適時性」のスコアに影響を与える可能性が高いが、変更の内容が重大とされ、規制基盤が
変化したと見なされる場合もある。反面、それまで高い独立性を維持してきた司法当局が一転して、
料金引き下げを命じようとする行政府の期待に沿った判決を下すこともある。
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要因１a：規制の枠組みを支える立法・司法基盤（12.5％）

8

Aaa

Aa

A

Baa

公益企業に対する規制は、供給地域内でほぼ
絶対的な独占的地位を与え（注１参照）、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を絶対的に保証し、極めて透明性の高い規制
方法を定め、料金設定の方式と手順を明確に
定めた法制に基づき、全国レベルで適用される
完全に発達した枠組みの下で行なわれている。
既存の公益企業法制は包括的かつ支援的で、
法制を変更する必要性は見込まれない。また
は、これまで行なわれた変更は全般的に公益
企業の信用力全般に極めて支援的で、問題に
対して充分に事前対応的である。国家裁判所へ
の提訴、公益企業法の解釈における極めて強
固な判例、強固な法の支配など、規制当局と公
益企業の間に意見の相違が生じた場合にそれ
を調停できる極めて強固で独立的な司法制度
がある。このような状況は継続すると見られる。

公益企業に対する規制は、供給地域内で極め
て強固な独占的地位（注１参照）を与え、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を厳格に保証し（レビューも限定的であり）、非
常に透明性の高い規制方法を定め、料金設定
の方式と手順を相当程度明確に定めた法制に
基づき、全国、州、省レベルで適用される完全
に発達した枠組みの下で行なわれている。これ
まで公益企業法制が変更された経緯がある場
合、それは適時で、公益企業の意見が充分に
反映されるなど、明確に発行体に支援的であっ
た。国家裁判所への提訴、公益企業法の解釈
における強固な判例、強固な法の支配など、規
制当局と公益企業の間に意見の相違が生じた
場合にそれを調停できる強固で独立的な司法
制度がある。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、供給地域内で非常
に強固な独占的地位（注１参照）を与え、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を（合理的な慎重性の要件に従って）保証し、透
明性の高い規制方法を定め、料金設定の方式
と手順について全般的な指針を提供する法制
に基づき、全国、州、省レベルで適用される充
分に発達した枠組みの下で行なわれている。こ
れまで公益企業法制が変更された経緯がある
場合、それはほぼ適時で、全般的に発行体に
支援的であり、また公益企業の意見を明確に反
映してきた。国家裁判所への提訴、公益企業法
の解釈における明快な判例、強固な法の支配
など、規制当局と公益企業の間に意見の相違
が生じた場合にそれを調停できる独立的な司法
制度がある。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）自家発電の割
合が比較的大きいなど例外はあるが供給地域
内で強固な独占的地位（注１参照）を与え、全
ての必要な投資を実行しそれを回収できる料
金設定を（ほぼ合理的な慎重性の要件に従っ
て）全般的に保証し、相当程度透明性の高い
規制方法を定め、料金設定の方式と手順につ
いて全般的な指針を提供する法制に基づき、
全国、州、省、市レベルで適用される枠組みの
下で行なわれているか、あるいは（ⅱ）他のセ
クターで独立的で透明な規制が実施されてい
る場合において、新たな枠組みの下で行なわ
れている。これまで公益企業法制が変更され
た経緯がある場合、それは発行体の信用にと
って支援的であったか、やや適時性を欠いてい
た可能性があったとしても、少なくともに発行体
にとってバランスのとれたものであった。また、
立法過程において公益企業の意見が反映され
た。（ⅰ）州あるいは省レベルの裁判所への提
訴、公益企業法の解釈における相当程度明快
な判例、全般に強固な法の支配など、規制当
局と公益企業の間に意見の相違が生じた場合
にそれを調停できる独立的な司法制度がある
か、または(ⅱ)独立の調停者への提訴が必要
とされないように（充分に発達した枠組みの下
で）規則が適用されてきた。このような状況は
継続すると見られる。
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公益企業に対する規制は、（ⅰ）例外はかなり
多いが供給地域内で全般に強固な独占的地位
（注１参照）を与え、また（時に厳格に適用される
慎重性の要件に従って、また確実性はやや劣る
が）必要な投資を実行しそれを回収できる料金
設定を全般的に保証する法制あるいは政令に
基づき、全国、州、省、市レベルで適用される枠
組みの下で行なわれているか、あるいは（ⅱ）他
のセクターで独立性と透明性がやや劣る規制が
実施されてきた経緯がある場合において、新た
な枠組みの下で行なわれている。（ⅰ）規制当
局と公益企業の間に意見の相違が生じた場合
に、それを調停できる司法当局は明確な権限を
有していないか、規制当局や他の政治的圧力
から完全には独立していないが、相当程度強固
な法の支配が行なわれている、あるいは(ⅱ)独
立の調停者が存在しない場合、それらの調停者
への提訴がほぼ必要とされないように規則が適
用されてきた。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）重要な例外は
あるが供給地域内で相当程度強固な独占的地
位を与え、また（時に厳格に適用され、時に裁量
が入る慎重性の要件に従って）必要な投資を実
行しそれを回収できる料金設定を、やや制限を
受ける形で、またはより不確実に保証する法制
あるいは政令に基づき、全国、州、省、市レベル
で適用される枠組みの下で行なわれているか、
あるいは（ⅱ）他のセクターまたは他の要因にお
ける規制当局の経験から見て、独立性と透明性
がやや劣るとムーディーズが見なす新たな枠組
みの下で行なわれている。規制当局と公益企業
の間に意見の相違が生じた場合にそれを調停
できる司法当局は明確な権限を有していない
か、完全には規制当局や他の政治的圧力から
独立していないが相当程度強固な法の支配が
行なわれている。あるいは、独立の調停者が存
在しない場合、しばしば提訴が必要とされる形
で規制が運用されてきており、それが規制の枠
組みの不安定性を示している。公益事業市場あ
るいは料金設定に、債権者に不利な形で断続
的に政府が介入するリスクがある。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）供給地域内で
独占的地位を与えるが、必要な投資を実行しそ
れを回収できる料金設定の保証がほとんどない
法制あるいは政令に基づく、全国、州、省、市レ
ベルで適用される枠組みの下で行なわれている
か、あるいは（ⅱ）他のセクターまたは他の要因
における規制当局の経験から見て、予測不可
能で不利な規制が行なわれるとムーディーズが
考える新たな枠組みの下で行なわれている。規
制当局と公益企業の間に意見の相違が発生し
た場合にそれを調停できる司法当局は明確な
権限を有していないか、完全には規制当局や他
の政治的圧力から独立していないと見なされ
る。あるいは、効果的な独立の調停者への提訴
の手段がない場合がある。公益企業は独占を
維持する能力を一部欠いているか、または系統
の無償利用を防止する能力を一部欠いている
懸念がある。公益事業市場あるいは料金設定
に関して、債権者に不利な形で、国有化または
その他の政府の重大な介入が行なわれるリス
クがある。

注： 独占的地位の強さとは、顧客が公益企業の供給地域内で他の供給者からサービスを受ける上での法的、規制上および実際上の障害の大きさの程度を指す。独占的地位の低下の例としては、都市あるいは大手ユーザーが当該公益企
業から独立して自身のシステムを建設する動き、自家発電が許容（コージェネレーションなど）および/または奨励（ネット・メータリング、DSM 発電など）される程度、等が挙げられる。下位格付の公益企業では、独占状態が広範囲の盗電や
不正使用によって脅かされていることがある。一般に公益企業は独占状態にあると想定されるため、本セクターでは独占的地位にあること自体がこのサブ要因における高スコアの要因とはならないが、独占的地位の低下はスコアの低下
要因となり得る。
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スコアカードにおいて「規制の一貫性と予測可能性」を評価する方法
「規制の一貫性と予測可能性」のサブ要因では、一貫性、予測可能性、支援姿勢の観点から規制
当局の過去の意思決定の内容を検証する。この要因では、規制策定過程への電力・ガス会社の関
与度合いと、電力・ガス会社に対する規制当局の全般的なスタンスを評価する。
ほとんどの規制管轄の法令や規則は、原則としてテクニカルなプロセスで料金が設定されるよう保証
しようとする。そのために、電力・ガス会社が負担するコストと、インフラ設備（発電所、送配電システ
ムおよび/または天然ガス供給システムなど）の建設や保守に必要とする投資リターンを検証する方
法を定めている。充分にテクニカルで透明なプロセスが存在し、規制当局が電力・ガス会社の財務
の健全性を支援しながら信頼できるサービスを適正な価格で提供させるという公的義務との均衡を
図ることができる場合、また電力・ガス会社が当該規制管轄の政策方針に沿った形で業務を運営す
る能力を有する場合、当該電力・ガス会社はこの要因で高いスコアを得ることができる。反対に、プロ
セスに政治が介入する余地が大きく残されている場合、電力・ガス会社がこの要因で得るスコアは
低くなる。政治家あるいは官僚が規制当局を公に批判したり、不人気な料金値上げを承認した規制
当局者を解任したり、料金値上げの実施を阻止したり、規制当局が政治的な動機から法律・規則を
無視する行為に及ぶケース等が、そのような例として挙げられる。
前者のサブ要因に関して、長年に亘る規制当局の姿勢が結果的にその電力・ガス会社の信用力に
より支援的であったかどうかによって、同一規制管轄内の異なる電力・ガス会社に異なるスコアを付
与することがありうる。一部の電力・ガス会社が、他の電力・ガス会社よりも良質のサービス、高い信
頼性、安定的な料金を提供することによって、あるいは単に規制当局との関係および連絡を密にす
ることによって、顧客や規制当局の期待により良く沿ってきた例が観察されてきた。これらの電力・ガ
ス会社は、より一貫性があり、信用支援的な扱いを受けて、このサブ要因においてより高いスコアが
得られるのが普通である。反対に、短期間に数次に亘る料金引き上げを実施したり、微妙な選挙サ
イクルに当たる時期や景気後退時期に大幅な料金値上げ申請を行なったり、恒常的に対顧客サー
ビス面の問題を抱えていたり、規制当局に不完全な情報を提供する頻度が高いと見なされたり、規
制当局者や政治家が優先する事項に鈍感であったりする電力・ガス会社は、当局から一貫した規制
と支援姿勢が得られない場合があり、このサブ要因のスコアは低くなる。
このサブ要因のスコアリングでは、規制当局者、政治家および司法当局者の言葉ではなく、主に彼ら
の行動を評価する。とは言え、彼らの言葉が将来の行動を示唆する場合、それを重視する場合があ
る。ムーディーズは、話し手の見解に注意を向けさせようとする政治的レトリックと、将来における行動
や意思決定に影響を与えうるレトリックとを区別するよう努める。

10

JULY 5, 2017

格付手法:規制電力・ガス業界

INFRASTRUCTURE

要因１b：規制の一貫性と予測可能性（12.5％）

11

Aaa

Aa

A

Baa

発行体はこれまで規制当局との間で、予測可
能で一貫性がある好ましい決定がなされるよう
な、強固で長年に亘る関係を築いて来た。規制
当局は発行体および公益企業全般の信用維
持に対して、極めて支援的である。このような
状況は継続すると見られる。

発行体はこれまで規制当局との間で、ほぼ予
測可能で一貫性がある決定がなされるような
関係を築いて来た。規制当局は公益企業全般
の信用維持にほぼ支援的で、ほぼ全ての事例
において発行体の信用維持に非常に支援的だ
った。このような状況は継続すると見られる。

発行体はこれまで規制当局との間で、大体に
おいて予測可能で一貫性がある決定がなされ
るような関係を築いて来た。規制当局は公益
企業全般の信用維持に若干支援的でなかった
面もあるが、発行体の信用維持に対してはほ
とんどの状況においてかなり支援的だった。こ
のような状況は継続すると見られる。

これまで発行体と規制当局の関係は充分に良
好であった。規制当局の行動は全般に一貫性
を維持し予測可能であるが、時に一貫性と予
測可能性が欠如する例も見られ、時に意思決
定が政治的色彩を帯びることもある。ただし、
やや支援的でないと見られる意思決定も、既
存法令を順当に適用した結果であり、過度に
厳しいものとは言えない。このような状況は継
続すると見られる。

Ba

B

Caa

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局者の意思決定はかなり一貫性と予測可能
性を欠き、また政治的色彩を帯びると考えられ
る。規制当局がこれまでに発行体に対して、や
や支援的ではない決定を下してきた事例があ
ったとしても、発行体は財務困難に陥った場
合、大幅な遅れが出る可能性があるとは言え
支援を得られると考えられる。時に、規制当局
の権限が立法府または行政府の行動によって
侵害される可能性がある。一部の重要な決定
に関して規制当局が規制の枠組みに従わない
可能性がある。

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局の意思決定は概して予測不可能で、やや
裁量的になるとさえ考えられる。ただし発行体
は、財務困難に陥った場合、大幅な、またはよ
り長期に及ぶ遅れを伴いながらも、究極的には
支援を得られると考えられる。あるいは、規制
当局の行動は検証されておらず、一貫した実
績がないか、大きな変化の過程にある。規制
当局の権限は立法府または行政府の行動に
よってしばしば侵害される。規制当局が発行体
に不利な方向で規制の枠組みを無視する頻度
が多くなることも考えられる。

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局の意思決定は非常に予測困難で、しばし
ば発行体に不利なものになると考えられる。あ
るいは、意思決定が発行体の信用維持に支援
的な側面を有していたとしても、しばしば実行
不能になる可能性がある。規制当局の権限は
立法府または行政府の行動によって深刻に侵
害されてきた経緯が窺える。規制当局が発行
体に不利な方向で頻繁に規制の枠組みを無視
する可能性が高い。
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要因 2:コスト回収および収益確保能力(25%)
この要因を重視する根拠
この要因では、電力・ガス会社が市場環境や経済環境が変化する中でもそのコストを回収し、長期
的に収益を確保する能力を検証する。「規制の枠組み」では公益企業の意思決定過程を規定する
ルールの透明性と予測可能性に焦点を当てたのに対して、「コスト回収および収益確保能力」では、
公益企業の長期的なキャッシュフロー生成能力および債務返済能力に直接影響する規制要素を
評価する。必要なコストを適時に回収し、債務と株主資本を調達する能力は、信用評価上の極めて
重要な考慮事項となる。例えば、料金を改定できない期間中に燃料コストや電力購入価格が上昇
するなどの理由でコストを回収できないという事態は、本セクターの企業に財務ストレスをもたらす最
大の原因のひとつであり、電力・ガス会社のデフォルトを引き起こす要因となって来た。(多大な設備
投資と配当負担を原因として)マイナスのキャッシュフローが常態となり、常に巨額に上る長期債務の
満期償還額の再調達が必要になるセクターでは、投資家が発行体のコスト回収の遅れや過少な料
金設定に懸念を抱いた場合、発行体は資本市場調達で制限を受け、経営破綻の事態に至るという
極端なシナリオも想定されうる。コスト回収および収益確保能力のスコアリングは主に規制関係に対
するムーディーズの評価に左右されるが、当該電力・ガス会社の経営方針や事業方針にも大きく影
響される。
コスト回収および収益確保能力をいかに評価するか
料金設定の適時性と充分性はそれぞれ別のサブ要因としてスコアリングされるが、相互に関わって
いる。適時のコスト回収に確たる保証があれば、それによるリスク低減を理由として、当該企業の充
分な収益の定義に関するムーディーズの見方に影響を与えることがある。反対に、実際の回収前に
特定の繰り延べコストに対する収益を完全に確保することが確実と見なされる電力・ガス会社もあり、
また全般的に収益が堅調なことから建設関連の設備投資の回収のための料金設定が幾分遅れた
としても問題がない電力・ガス会社もある。コストが急激に上昇している時期には、コスト回収の適時
性が特に重要となる。電力・ガス会社は低金利や燃料費と購入電力コストの下落の恩恵を受けて来
た。しかし、それらの市場環境は容易に反転する。例えば、垂直統合型の電力会社やガス会社にと
って、燃料コストは総コストの重要な部分を占める要素であることに加え、燃料価格の変動性は極め
て高い。そのため、燃料と購入電力コストの回収の適時性は特に重要となる。
要因 1 と要因 2 は密接に相関しているが、これらの要因のスコアは必ずしも同じにはならない。ムー
ディーズは、(規制の枠組みが試練に直面したことがないか、規制緩和への移行過程にあったことを
理由として)「規制の枠組み」が大きな信用力上の懸念を引き起こしたものの、実績としての料金体
系が極めて有利だったため、「コスト回収および収益確保能力」のスコアが比較的高くなっている規
制管轄の例をいくつか見て来た。反対に、「立法的および司法的基盤」が強固な「規制の枠組み」で
あるにも関わらず、当局が規制の枠組みを無視した(これは「規制の一貫性と予測可能性」および「コ
スト回収および収益確保能力」に影響を与える)、あるいはコスト面から妥当であるにも関わらず、値
上げショックを引き起こす恐れのあった料金の引き上げを特別な手段を用いて阻止あるいは延期し
た、という事例も見られた。
良好な「コスト回収および収益確保および能力」は普通、良好な財務指標をもたらす能力でもあると
考えられるので、要因 2 と 4 は強い相関関係を示すはずであるとの推測がなされるかもしれない。し
かし、サブ要因「コスト回収および収益確保能力」のスコアでは、どちらかと言えば長期的な料金の適
時性と充分性に関するムーディーズの予想を重視するのに対し、財務指標は一時的なイベント、市
場環境、あるいは建設サイクルなど、時に容易に正常化あるいは反転すると考えられる事象の影響
を受けていることがある。
スコアカードにおいて「事業コストと資本コストの回収の適時性」を評価する方法
この要因の評価においてムーディーズが考慮する基準には、事業コストの引き当てと回収のメカニズ
ム、料金改定の申請なしで実際の事業コストおよび/または設備投資を定期的に料金に織り込むこと
を可能にするメカニズム(これには、フォーミュラ・レート、ライダー、トラッカー、建設工事に関する進
行基準による定期的な料金調整等が含まれる)、および通常のタリフ/ベースレート・ケース(公開手
続きに従い電力・ガス会社、他の利害関係者および利益団体の証言を考慮して規制当局が完全に
レビューするレート・ケース)のプロセスと、それに掛かる時間とがある。また適時性に関しては、電力・
ガス会社と規制当局の実績も見極める。例えば、フォーミュラ・レート・プランの存在はプラスの要因と
なるが、実際のプロセスが長期間に亘るレビューを伴っているとすれば、電力・ガス会社にとってのメ
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リットは損なわれる。さらに、大きな建設支出を行なう時期とその投資を回収および/または、そこから
収益を得る時期のタイムラグを推計する。
スコアカードにおいて「料金と収益の充分性」を評価する方法
この要因評価においてムーディーズが考慮する基準には、完全なコスト回収と然るべき投資収益を
電力・ガス会社に保証する法制上の保護、相応の収益を決定する規制上のメカニズム、電力・ガス
会社による実際のコスト回収と収益確保の実績、等が含まれる。ムーディーズは、レート・ケースやタ
リフ・レビューの結果を検証し、それと当該電力・ガス会社が提出した要求、同一電力・ガス会社の
前回のレート・ケースやタリフ・レビュー、比較できる競合各社について最近決定されたレートやタリフ
を比較する。ここでいう比較できる競合各社とは、同一のあるいは類似した規制管轄の下にある電
力・ガス会社群を指す。当該電力・ガス会社がその規制管轄で唯一あるいはほぼ唯一の存在である
場合、金利水準、投資収益率、料金設定の適時性などの地域特性を調整した上で、他の同業との
比較がなされる。規制当局によるコストおよび投資の否認についても、それらの財務的影響度と規制
当局が挙げた根拠に焦点を当てて検討し、将来、同様に否認が繰り返される可能性を判定する。
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要因 2a：事業コストと資本コストの回収の適時性（12.5％）
Aaa

Aa

A

Baa

タリフ算定式と自動コスト回収メカニズムによっ
て、事業コスト回収と全ての投資増分に対する
基本的に適時のリターンの回収が、完全かつ
極めて適時に行なわれており、法律上の規定
も料金引き上げまたはコスト回収メカニズムに
対する異議を排除するものになっている。一般
的な値上げは、法令および実務慣行に基づ
き、効率的で公平なレビューの下に迅速に実
施され、充分に将来を見通したコストの算入が
認められている。

タリフ算定式と自動コスト回収メカニズムによっ
て、事業コスト回収と全ての投資増分に対する
基本的に適時あるいはほぼ適時のリターン回
収が完全かつ極めて適時に行なわれており、
公益企業の想定に対する規制当局の異議申し
立ても最低限に抑えられている。一般的な値
上げは、法令または実務慣行に基づき、効率
的で公平なレビューの下にごく妥当な期間内に
実施されて、不服申し立てできない暫定料金が
徴収されており、原則的に将来を見通したコス
トの算入が認められている。

自動コスト回収メカニズムによって、燃料、購入
電力、およびその他全ての変動性の高い事業
経費の回収が完全かつ相当程度適時に行な
われている。重要な設備投資は、タリフ算定式
またはその他の料金算定式に基づいて行われ
ほぼ適時のリターン回収が許されるか、あるい
は資本コストの回収の遅れを最低限に抑える
それ以外の手続きよってなされる。一般に、料
金引き上げやコスト回収を遅らせる規制当局
による異議の申し立ては、大規模な建設プロジ
ェクトを理由とする予期しない大幅な値上げに
関連するものに限られる。一般的な値上げは、
法令または実務慣行に基づき、ほぼ効率的で
原則的に公平なレビューの下に妥当な期間内
に実施されて、料金（最終料金あるいは払戻不
能の暫定料金）が徴収されており、将来を見通
した重要なコストの算入が認められている。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
は通常、１年未満の回収遅延を想定するメカニ
ズムを通じて回収される。ただし、公益企業に
財務ストレスを与えない一部の急速なコスト上
昇については、それより遅れることがある。追
加投資分は、原則的に若干の遅れを伴う一般
的な値上げを通じて、一部はタリフ算定式に従
って、回収される。あるいは、未検証で不確実
な算定料金がある。規制当局の介入による遅
延の可能性がより大きくなるが、それは通常、
大規模な資本プロジェクトまたは事業コストの
急激な上昇に関連する料金に限られる。

Ba

B

Caa

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
は、公益企業に深刻な財務ストレスをもたらさ
ない程度の遅れを伴って、最終的に回収され
ると見込まれるが、規制当局には、燃料、購入
電力、その他の市況性の高い経費に対処する
迅速な料金改定を認めたがらない傾向が幾分
見られる。設備投資に関連するコストの回収は
遅れがちである。ただし、それによって重要な
投資計画の意欲が削がれるほどではない。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
が回収される見込みは、予算配分に関する規
制当局の思惑や政治介入によって、大幅な遅
れを伴う可能性がある。設備投資に関わるコス
トの回収は、相当程度の遅れを伴う可能性が
ある。あるいは、それによって一部の重要な投
資に対する意欲が幾分削がれる可能性があ
る。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
が回収される見込みは、予算配分に関する規
制当局の思惑や政治介入によって、かなり長
期の遅れを伴う可能性がある。設備投資に関
わるコストの回収は不確実であり、長期に亘る
遅れを伴う可能性がある。あるいは、それによ
って必要な投資に対する意欲さえも削がれる
可能性がある。

注：タリフ算定方式には、フォーミュラ・レート・プランの他、設備投資に関わるトラッカーやライダーがある。
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要因 2b：料金とリターンの充分性（12.5％）

15

Aaa

Aa

A

Baa

料金が(現在および将来に亘って)コストをカバ
ーし、資本を調達するのに充分な水準にあるこ
とに疑義がない。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）完
全にコストをカバーし、充分な投資リターンを確
保する水準に設定され、規制当局が公益企業
のコスト想定に異議を唱える可能性は最小限
である。従って、世界の同業他社と比較して
（場合に応じて、自己資本、総資産、レート・ベ
ース、規制資産価値比での）収益力は強固で
ある。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）通
常、完全にコストをカバーし、充分な投資リター
ンを確保する水準に設定され、規制当局による
異議・否認の例は限定的である。従って全般的
に、世界の同業他社と比較して（場合に応じ
て、自己資本、総資産、レート・ベース、規制資
産価値比での）収益力はほぼ平均以上か、時
により平均的である。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）通
常完全に事業コストをカバーし、ほぼ充分な投
資リターンを確保する水準に設定されるが、規
制当局による異議・否認のケースがやや多い。
ただし、最終的な料金決定は充分な水準に収
まり、資本調達に困難を来すことはない。従っ
て全般的に、世界の同業他社と比較して（場合
に応じて、自己資本、総資産、レート・ベース、
規制資産価値比での）収益力は平均水準か、
時により若干平均を下回る。

Ba

B

Caa

料金は通常、（現在およびおそらく将来に亘っ
て）事業コストのほとんどをカバーする水準に
設定されるが、投資リターンの予測可能性は
やや低くなり、また規制当局による異議・否認
の例は明らかに多い。ただし、最終的な料金決
定は通常、充分な水準に収まり、資本調達は
可能である。従って全般に、世界の同業他社と
比較して（場合に応じて、自己資本、総資産、
レート・ベース、規制資産価値比での）収益力
は概ね平均以下であるか、あるいは許容され
た収益が平均水準であっても、その確保が困
難である。あるいは、タリフ算定式に全てのコ
スト要素が考慮されていない、および/または投
資報酬が不明確か、時に不充分である。

料金は、時にキャッシュ・コスト以外のコストを
回収できない水準に設定される恐れがある。ま
た、規制当局は支出予算の決定においてやや
裁量的な判断を下し、また事業の継続に必要
な資金を調達するための料金引き上げを、慎
重なレビューよりも、政治的理由を優先して否
認する可能性がある。投資リターンが投資意
欲を削ぐ水準に設定される可能性がある。決
定される料金の判断が困難あるいは不確実
で、継続的な資金調達に困難を来たす可能性
がある。あるいは、タリフ算定式がキャッシュ・
コスト以外の重要なコスト要因を考慮していな
い可能性がある、および/または投資報酬が概
して不充分である。

料金は、しばしば重要なコストを回収できない
水準に設定される恐れがあり、キャッシュ・コス
トの回収にもリスクがある。また規制当局は支
出予算の決定において、さらに裁量的な判断
を下し、また事業の継続に必要な資金を調達
するための料金引き上げを、主に政治的理由
から否認する可能性がある。投資リターンが必
要な維持投資の意欲を削ぐ水準に設定される
可能性がある。決定される料金はしばしば懲
罰的か非常に不確実で、資金調達に著しい悪
影響を与える、あるいは、タリフ算定式が重要
なキャッシュ・コストを考慮していない可能性が
ある、および/または投資報酬が基本的に不充
分である。
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要因 3:分散(10%)
この要因を重視する根拠
事業活動全般が分散していれば、景気変動、単一の規制制度の重要な変更、コモディティ価格の
変動などが電力・ガス会社のキャッシュフローと信用力に多大な影響を与えるリスクが緩和される。
電力・ガス会社の売上高は多くの非金融企業発行体に較べて景気後退の影響を受けにくいとは言
え、産業向けなど売上高の一部は、製造量の減少や工場閉鎖をもたらす景気動向の影響を受ける。
また、経済活動は、供給地域の顧客増加率に影響を与え、(エネルギー効率向上と節約の効果を
別として)しばしば顧客のエネルギー使用量にも影響を与える。供給地域の経済の好不況は、電力・
ガス会社の料金引き上げ申請の際の政治環境と規制環境に影響する。暴風雨などの自然災害に
曝されやすい地域に立地する電力・ガス会社の場合、当該電力・ガス会社が地理的に分散している
か集中しているかが重要な信用評価要因となる。様々な規制制度の下に事業を分散させている場
合、当該電力・ガス会社が事業を行なう様々な地域のうちの一部に適用される、ひとつの好ましくな
い決定の影響を全体として緩和できる。
発電事業を行なう企業の場合、燃料源の分散はコモディティ価格、水質や水流、および発電所運
営と採算に影響を与える環境その他の規制の変化が(電力会社およびその利用者に)与える影響を
緩和できる。ムーディーズは過去において、急激な料金引き上げ(それは、絶対的な料金水準よりも
重要である)の時期に最も電力会社の規制環境が悪化しやすく、また燃料の分散が長期的な料金
安定に寄与する状況を観察して来た。従って燃料分散は、燃料費や購入電力費を電力料金支払
者に自動的に転嫁できるケースでも重要となる。環境規制、安全規制などの変化に伴って、一部の
技術や燃料ソースの弱点が顕在化する例が見られた。これらの弱点は国ごとに異なり時間とともに
変化して来た。
スコアカードにおいて「市場地位」を評価する方法
市場地位は主に、電力・ガス会社の供給地域の経済の多様性と規制制度の分散で測られる。電
力・ガス会社が複数の分野に亘ってそれぞれ一定規模の事業を行なっている場合、事業の分散度
(規制電力、ガス、水道、蒸気事業など)も検討する。経済の分散度は通常、供給地域の人口・規
模・幅、および当該地域の GDP と雇用に貢献する産業によって判定する。供給地域の規模につい
ては、顧客数と発電量および/または処理能力を検討する。幅については、一定規模以上の供給都
市圏の数、それらの都市圏の経済の分散度および活力、および特定地域または業種への集中度を
考慮する。分析では様々な情報源を利用する 10。また、顧客タイプ別の売上高構成、および過去の
販売数量や景気サイクルを通じた特徴的な支払いパターンも検討する。規制制度の分散について
は、規制を受ける当局者の数、および各管轄地域の売上高の比率や事業資産の比率を考慮する。
「市場地位」のサブ要因で最も高いスコアが付与されるのは、複数の管轄地域で規制を受ける発行
体の場合であるが、規制当局が一つしかない場合でも、制度の安定性の実績に基づいてスコアを変
えることがある。
経済が分散して活況を呈している大きな供給地域において、住宅向け、商業施設向け、工業向け、
政府向けなど顧客間で均衡のとれた売上高構成を維持しながら、複数の支援的な規制管轄の下で
事業を行なっている発行体は、一般的にこのサブ要因で高いスコアが得られる。経済規模が小さい
供給地域において、1 つまたは 2 つのセクター(特に典型的な市況産業)に過度に依存する事業を行
なっている発行体や、自然災害が引き起こす経済混乱に曝されやすい発行体は、このサブ要因の
スコアが低くなりがちである。
一定規模の発電量を有する垂直統合型の電力会社の場合、このサブ要因のウエイトは 5%となる。
一定規模の発電事業を持たない送配電会社、および地域天然ガス供給会社の場合、このサブ要
因のウエイトは 10%となる。
スコアカードにおいて「電源および燃料の分散」を評価する方法
評価基準として、発行体の発電事業と重要な電力購入契約の燃料タイプ、燃料価格変動時に電源
と購入電力を経済的に乗り換える能力、公益企業および料金支払者がコモディティ価格の変動リス
クに曝される(あるいは変動リスクから隔離される)度合い、および「問題を抱える電源」、あるいは「停
10
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止を迫られる電源」(これらの電源の区別方法は次表で説明されている)となるリスク、などを用いる。
規制電力会社の設備構成はそれ自体が燃料分散あるいは燃料シフト能力を示唆するものではない。
電力会社は、最大負荷に備えて古く非効率的なプラント(天然ガスボイラーなど)を維持している場合
があるからである。そのためムーディーズは、「理想的な」あるいは「標準を下回る」供給能力構成とし
て(あるいは電源構成としても)一定比率を用いることはしない。燃料分散の評価に当たっては、電力
会社の電源構成の検討に加え、電力会社の各プラントの効率、営業地域における送配上の位置、コ
モディティ価格の変動に合わせた電力会社の電源構成変更能力の実績(および/またはその能力の
欠如の度合い)も検討する。
水力、石炭、天然ガス、原子力、再生可能エネルギーなど均衡のとれた燃料構成を有する発行体、
そして「問題を抱える電源」あるいは「停止を迫られる電源」を抱えることによるリスクが低い発行体は、
このサブ要因でそれだけ高いスコアが得られる。1 つあるいは 2 つの電源ソースへの集中が見られる
発行体は、(特にそれが「問題を抱える電源」あるいは「停止を迫られる電源」である場合には)それだ
け低いスコアとなる。
ムーディーズは電力会社が事業ポートフォリオに「問題を抱える」あるいは「停止を迫られる」電源を
抱えるリスク度合いを評価するに当たって、それらのプラントを抱えているかどうかだけではなく、それ
が当該電力会社および料金支払者に与える影響を決定する関連要因を考慮する。例えば、「問題
を抱える電源」の発電比率がかなり高い発行体の評価は、競争相手が同じ問題を同じ規模で有す
る場合と、「問題を抱える」あるいは「停止を迫られる」電源を全く抱えていない場合とでは、全く異な
ることがある。「停止を迫られる電源」がある場合、電源代替計画の進捗状況、電力供給予備率、
地域における購入電力調達能力、および電源代替計画が競合企業と比較した発行体の料金に与
える全般的な影響を検討する。供給地域内に競合企業が 1 社もない場合は、その電力会社の発電
資源計画が政府の燃料・エネルギー政策に整合しているかどうかも検証する。

17
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要因 3: 分散（10％）
ウエイト 10％

18

サブ要因の
ウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

市場地位

5％

規制制度および/または供給地域経
済の面で、複数の国・地域に極めて
高度に分散されている。

重要な事業が 3 つ以上の国または
大きな地域で展開されていることによ
り、規制制度および/または供給地域
経済の面で非常に良好に分散されて
いる。

重要な事業が 2～3 の国、州、省、地
域で展開されていることにより、規制
制度および/または供給経済地域の
面で良好に分散されている。あるい
は、変動性が低い単独の規制制度の
下で展開されており、また供給地域
の経済は好調で非常に高度に分散し
ており、経済サイクルに対する耐性が
実証されている。

変動性が低いと見なされている単独
の規制制度の下か、分散度があまり
高くないと見られる複数の規制制度
の下で事業が展開されている。供給
地域の経済は幾分かの集中と周期
性に曝されているが、合理的に予測
可能な公益料金の引き上げを吸収で
きる充分な耐性を有している。

電源および燃料
の分散

5％

電源および/または燃料ソースの分散
の度合いが高く、公益企業あるいは
料金支払者はコモディティ価格の変
化の影響から充分に隔離されてお
り、電源の集中は全くなく、「問題を抱
える、あるいは停止を迫られる電源」
（定義は後記の通り）は、ほとんど全く
保有していない。

電源および/または燃料ソースの分散
は非常に良好で、公益企業あるいは
料金支払者がコモディティ価格の変
化によって受ける影響は最小限にと
どまり、電源の集中はほとんどなく、
「問題を抱える、あるいは停止を迫ら
れる電源」は、ほとんど保有していな
い。

電源および/または燃料ソースの分散
は良好で、公益企業あるいは料金支
払者がコモディティ価格の変化によっ
て受ける影響はそれほど大きくなく、
電源の集中はほとんどない。しかし、
「問題を抱える電源」あるいは「停止
が迫られる電源」のいずれでもない電
源への、幾分かの集中が見られる。
「停止を迫られる電源」は、ほとんど
保有していない。「問題を抱える電
源」は、幾分保有しているが、懸念材
料とはならない。

電源および/または燃料ソースの分散
は適度で、公益企業あるいは料金支
払者がコモディティ価格の変化によっ
て受ける影響は中位である。しかし、
「問題を抱える電源」に幾分かの集中
が見られる。「停止を迫られる電源」
のリスクは中位で、「問題を抱える電
源」のリスクは管理可能である。
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サブ要因の
ウエイト

Ba

B

Caa

定義

市場地位

5％

供給地域経済の集中度と周期性が
やや高い市場地域、および/または暴
風雨などの自然災害に曝されやすい
市場地域で事業が展開されており、
そのため、その地域は合理的に予測
可能な料金引き上げを吸収する耐性
が弱い。規制の制度の変動性がやや
高い。

供給地域経済に重大な集中と、より
深刻な周期性が見られ、景気サイク
ルのデュレーションが長いか、合理的
に予測可能な料金引き上げが経済に
とって重大な問題となる小規模な市
場地域で事業が展開されている。供
給地域に地理的集中が見られ、それ
が暴風雨などの自然災害への耐性を
制限しているか、供給地域は新興市
場である。規制の制度には明確な変
動性が見られる。

顕著な集中、マクロ経済リスク、およ
び/または自然災害リスクを抱える経
済に集中が見られる供給地域で事業
展開している。

「問題を抱える電源」とは、事業に対
する罰金や課税、必要なあるいは必
要とされる可能性がある環境上の改
善要求に起因する、高いが克服不能
ではないハードルに直面する発電所
である。炭素税が課される炭素放出
発電所、排出権を購入しなければ操
業できない発電所、環境装置を設置
しなければ操業を継続できない発電
所、などがその例である。課税／排
出権／環境上の改善は、他の発電タ
イプと比較した場合に、それらの発電
所の競争力および当該公益企業の
料金に大きな影響を及ぼすが、その
影響は、発電所を閉鎖しなければな
らないほど深刻ではない。

電源および燃料
の分散

5％

電源および/または燃料ソースの分散
はやや低く、公益企業あるいは料金
支払者がコモディティ価格の変化によ
って受ける影響は大きい。「問題を抱
える、あるいは停止を迫られる電源」
を抱えるリスクはより顕著であるが、
過度な財務ストレスを招くことなく代
替ソースにアクセスできる。

電源と燃料ソースにほとんど分散が
見られない環境で事業が展開されて
おり、公益企業や料金支払者はコモ
ディティ価格の変化の影響を大きく受
ける状況にある。「問題を抱える、あ
るいは停止が迫られる電源」を抱える
リスクは大きく、代替ソースへのアク
セスは困難であるが、最終的には可
能である。ただし、それは財務ストレ
スを高める要因となる。

電源および燃料の集中度が高い環
境で事業が展開されており、公益企
業あるいは料金支払者は、コモディテ
ィ価格ショックに曝されるリスクがあ
る。「問題を抱える、あるいは停止を
迫られる電源」のリスクは非常に高
く、代替ソースへのアクセスは非常に
不確実である。

「停止を迫られる電源」とは、深刻な
計画外の機能停止、あるいは免許ま
たはその他の法規制に関わる問題に
よって、現在操業を停止している発電
所、および既存のあるいは今後導入
が見込まれる規則や規定の発効によ
って、または経済的問題によって、操
業を停止する可能性が極めて高いプ
ラントである。

* 発電を行なっていない発行体については 10％ **発電を行なっていない発行体については 0％
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要因 4:財務力(40%)
この要因を重視する根拠
電力・ガス会社は、長期間使用する資産、プラント、設備への巨額の投資を必要とする、資本集約
度が高い規制対象企業である。電力・ガス会社が発電・生産、送配電・送配ガス設備に投資して、
料金支払者に相応の値段でサービスを提供する義務を果たすために、相応のコストで資本を調達す
るためには、債務返済能力、株主還元能力を含めた財務力が必要になる。
スコアカードにおいてこの要因を評価する方法
規制電力・ガス会社の財務諸表は他の非金融事業セクター企業とは異なる独特の特徴を備えてお
り、財務分析はその影響を受ける。また、米国の一般会計原則(GAAP)と国際財務報告基準(IFRS)で
は、一部で扱いが異なることが分析を一層複雑にしている。電力・ガス会社は規制会計に基づき、電
力・ガス会社以外では経費処理が義務づけられる一部のコストの繰り延べ処理(そのことによる規制
資産の計上)が認められている。規制電力・ガス会社が、暴風雨被害からの復興関連コストの相当
部分を、一定期間内に料金支払者から回収する指令を受けていない場合でも、それら費用全般に
関わる規制の枠組みの下で繰り延べ処理できるのはその一例である。規制電力・ガス会社は、資産
稼働後に繰り延べた資本収益を回収できると想定して、(金利の資本化に加え)承認されたプロジェク
トの建設仮勘定に対する資本収益を発生させた後、繰り延べることができる場合がある。そのため、
ムーディーズは電力・ガス会社の報告純利益よりもキャッシュフローに注目する。反対に、電力・ガス
会社は、支払い時期が到来する相当前に特定のコストを料金に含めて回収することで規制会計上
の債務を発生させることがある(年金費用など)。指標の多くは、運転資本調整前営業キャッシュフロ
ー(CFO Pre-WC)を重視する。営業活動による資金(FFO)とは異なり、CFO Pre-WC は規制会計上の長
期資産と長期債務の変化を捉えるというのがその理由である。しかし、IFRS の下では、この 2 つの指
標は実質的に同じものになる。運転資本の変化はしばしば季節的な変化(例えば電力需要は夏がピ
ークとなる)か、通常、自動的に顧客に転嫁される燃料価格の変化に起因することが多いので、総じ
て電力・ガス会社の財務分析における重要性は低いとムーディーズはみている。とは言え、電力・ガ
ス会社の流動性の分析では、運転資本の変化の影響を検証する(「その他の格付上の考慮事項-流
動性」の項を参照されたい)。
電力・ガス会社の資産は長期的なものが多く、一度に多額の設備投資が行なわれることが多いとい
う事実を踏まえて、電力・ガス会社の財務パフォーマンスを見る場合、過去のパフォーマンスとともに、
将来のパフォーマンスの見通しを分析することが重要となる。将来のパフォーマンスは過去の指標か
らかけ離れることがある。将来のパフォーマンスをどう見るかによって、この要因のスコアは過去の実
績から推測される値より高くなることも、低くなることもある。電力・ガス会社は、料金還付、暴風雨コ
ストの繰り延べによる規制資産の発生、証券化代わり金による規制資産の減少など、一時的なイベ
ントによるキャッシュフローの変動を経験しがちなため、信用力の判定には複数年度の検討が必要に
なることが多い。とは言え、特定の期間の指標に見られる傾向に注目することで、将来のパフォーマ
ンスと格付に対する見方を変えることもある。
この要因のマッピングでは、規制電力・ガス会社の分析で常に最も有用と考えられる指標として、4 つ
の主要指標を特定した。しかし、どの一つの指標をとってもそれだけで、この業界の極めて多岐に亘
る企業の信用力を比較するには無理がある。ムーディーズの格付では個々の会社の全体的な財務
状況を把握し、個々のケースにおいて他の財務指標が重要な役割を果たす場合もある。
(運転資本調整前 CFO +支払利息)/ 支払利息(キャッシュフロー・インタレスト・カバレッジ・レシオ)
キャッシュフロー・インタレスト・カバレッジ・レシオは、電力・ガス会社が借入資本コストを賄う能力を見
る指標である。この指標の分子は、運転資本増減額を考慮する前のキャッシュフローに支払利息を
加えたもので、分母は支払利息である。

運転資本調整前 CFO/ 有利子負債
この重要な比率は、有利子負債に対する電力・ガス会社のキャッシュ創出能力の指標となる。この
指標の計算に用いる分子は運転資本調整前の CFO で、分母は有利子負債である。
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(運転資本調整前 CFO-配当)/有利子負債
この比率は、財務レバレッジおよび企業の配当支払後のキャッシュフローの強さを測る指標となる。
通常、電力・ガス会社は配当負担が大きいことが多く、半永久的に流出が続くため、電力・ガス会社
の債務負担能力に影響を与える。またこの指標は、電力・ガス会社あるいはその持ち株会社の財務
方針を探る上で役立つ。電力・ガス会社の有利子負債に対してリテインド・キャッシュフローの水準が
高いほど、設備投資を支えるキャッシュを確保できる。この指標の分子は運転資本調整前 CFO から
配当を控除したもので、分母は有利子負債である。

有利子負債/キャピタリゼーション
この指標は財務レバレッジの伝統的な指標である。分子は有利子負債で、分母は総キャピタリゼー
ションである。ムーディーズの指標は全てムーディーズの標準的調整を用いて計算される 11が、ムー
ディーズの定義による総キャピタリゼーションには有利子負債に繰延税金資産、優先株、その他のハ
イブリッド証券、株主資本が含まれることに留意されたい。繰延税金資産の有無は当該国政府の税
務政策によって決まるので、この指標を用いて電力・ガス会社を比較する場合、同一国内、あるいは
同様の政策を採用する国々の電力・ガス会社の間での比較の方がより意味がある。キャピタリゼーシ
ョンと対比して有利子負債が大きいことは、金利負担が大きいことを示唆し、電力・ガス会社が必要
なときに追加資金を調達する能力を制限し、銀行信用供与契約やその他の融資契約へのコベナン
ツ違反に至る可能性に繋がることを意味する 12。この指標は、資本構造に厚いクッションを設けること
を認めない規制の枠組みの存在や、大規模な資産償却などが原因で高くなり、それらは直近期のキ
ャッシュフローに影響を与えていなくても、将来の有利子負債比のキャッシュフローに影響を与える
要因となる。
上記の指標の内の 3 つには、発行体の事業リスクに基づいて、「スタンダード・マッピング表」と「低事
業リスク(LBR)マッピング表」に基づく 2 組の閾値が設けられている。本格付手法が対象とする電力・
ガス会社には様々なタイプがあり(付録 C で定義)、事業リスクのレベルはタイプごとに異なるとムーデ
ィーズは考えている。
発電会社と垂直統合型電力会社は、発電事業に従事することから一般的に事業リスクがその他の
タイプよりも高く、スタンダード・マッピング表が適用される。発電設備は通常、最もコストの高い電力会
社のインフラ設備であり(資産集中リスクを発生させる)、発生コストを料金で回収できないリスクや回
収が大幅に長引くリスクなど、建設と操業の両面で最大のリスク発生要因となることから、ムーディー
ズは発電事業が電力関連事業の中で最もリスクの高い部門になると考えている。
その他のタイプの電力・ガス会社は、総じて顧客へのリスク移転が容易なこと、コモディティ価格の変
動に曝される度合いが極めて小さいこと、販売数量変動リスクから充分に保護されていること、設備
投資需要がかなり限られていること、暴風雨、重大事故、自然災害に曝される度合いが小さいことな
どを理由に、事業リスクはやや低くなると考えられることから、LBR マッピング表を用いて評価するのが
適切であると考える。例えばムーディーズは、多くの米国の地域天然ガス供給会社(LDC)と一部の米
国の送配電会社(T&D、発電事業は行なわないが顧客に対して一定の電力調達義務を負う)の事業
リスクは、総じて垂直統合型の競合企業よりも低いという見方をとる。垂直統合型の競合企業と比べ
て事業リスクが著しく低いとは見なせない T&D の場合は、スタンダード・マッピング表を用いる。T&D
をエネルギー供給危機に曝すような規制の枠組み、維持・改善のための巨額に上る設備投資の必
要性、壊滅的な暴風雨に遭遇するリスクの高まり、信頼性の欠如やその他の理由による規制当局に
よるチェックの強化などが、それらの T&D のリスクを高める要因となる。スタンダード・マッピング表は、
リスクが大幅に低いとは見なせない LDC にも適用する。本管の大規模な交換を必要とするガス高圧
管や旧型システムを所有する LDC、ガス・コモディティ・コストを迅速かつ完全に回収できない LDC、
あるいは販売数量減少リスクから充分に隔離されていない LDC などがそれに当たる。
次表は、上記の 4 つの主要な指標について、マッピング表で用いるウエイトと、スタンダード・マッピン
グ表と LBR マッピング表でのスコアリングに用いる閾値を示したものである。
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11

アナリストがその他の特別な調整を加えることもある。

12

ムーディーズは、適用されるコベナンツ条項の閾値と比較した、当該コベナンツが定義する有利子負債対キャピタリゼ
ーション比率(通常、キャピタリゼーションから繰延税金資産が除かれる)も検証する。
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要因 4：財務力
ウエイト 40％

サブ要因の
ウエイト

（運転資本調整前 CFO
＋支払利息）/ 支払利息

7.5%

運転資本調整前 CFO/
有利子負債

15%

（運転資本調整前 CFO－
配当）/ 有利子負債

有利子負債/キャピタリゼ
ーション

10%

7.5%

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

≥ 8x

6x - 8x

4.5x - 6x

3x - 4.5x

2x - 3x

1x - 2x

< 1x

スタンダード・
マッピング表

≥ 40%

30% - 40%

22% - 30%

13% - 22%

5% - 13%

1% - 5%

< 1%

LBR マッピン
グ表

≥ 38%

27% - 38%

19% - 27%

11% - 19%

5% - 11%

1% - 5%

< 1%

スタンダード・
マッピング表

≥ 35%

25% - 35%

17% - 25%

9% - 17%

0% - 9%

(5%) - 0%

< (5%)

LBR マッピン
グ表

≥ 34%

23% - 34%

15% - 23%

7% - 15%

0% - 7%

(5%) - 0%

< (5%)

スタンダード・
マッピング表

< 25%

25% - 35%

35% - 45%

45% - 55%

55% - 65%

65% - 75%

≥ 75%

LBR マッピン
グ表

< 29%

29% - 40%

40% - 50%

50% - 59%

59% - 67%

67% - 75%

≥ 75%

持ち株会社の構造的劣後に対するノッチング
この要因を重視する根拠
典型的な電力・ガス会社は、1 つあるいは複数の事業会社を所有する持ち株会社を持つ組織構造
を採る。事業会社は規制電力・ガス会社である場合もあり、そうでない場合もある。持ち株会社は通
常、事業を全く行なわず、ほとんどの場合その資産は子会社の株式に限られ、貸付金、債務、ある
いはハイブリッド証券など他の形の子会社投資が含まれる場合もある。
持ち株会社のほとんどは財務諸表を連結ベースで提示するので、グループの法的な組織構造に基
づく債権者の優先順位に関する法的考慮事項がわかりにくい場合がある。またスコアカードによるス
コアリングも連結ベースの指標によることになる。しかし持ち株会社の債権者は通常、グループのキャ
ッシュフローと資産に対して、事業会社の債権者に劣後する後順位の請求権しか持たない。これは、
企業の法的な組織構造に基づくものであって、各事業子会社の債権者に当該子会社のキャッシュ
フローと資産に対するより直接的な請求権を与える持ち株会社の劣後的地位に関する個別の合意
に基づくものとは異なる。そのためムーディーズはこれを構造的劣後と呼んでいる。一方、持ち株会
社の債務は通常、子会社から吸い上げられた配当によって返済される 13。通常、それらの配当は、
利息と優先配当が支払われた後の事業会社の純利益から行なわれる。キャッシュが 1 つの発行体
グループの間で自由に移動できる場合が多いほとんどの非金融セクターの企業の場合、この区別は
それほど大きな影響を及ぼさない。しかし、規制電力・ガス・セクターの場合は、規制の枠組みによっ
て、グループ企業間のキャッシュ移動に対する障壁が非常に高くなることがある。これらの障壁は、
場合によっては、持ち株会社と事業子会社のデフォルト確率に大きな差をもたらす。さらに構造的劣
後はデフォルト時の損失率にも影響を与える。ほとんどのデフォルト・シナリオ 14において、事業会社
の資産を用いて持ち株会社の債権者の請求権が充足されるのは、事業会社の債権者の請求権が
事業会社にある資産の価値で充足された後になる。債券発行は事業会社レベルで行なわれるのが
一般的であることも、構造的劣後が他の非金融事業会社セクターの投資的各等級発行体よりも電
力・ガス会社セクターで大きな問題となる理由である。
要因 1 から 4 のマッピング表は、主に事業会社に適合する(現時点の構造的劣後が最低限にとどま
る持ち株会社にも、ある程度は当て嵌まる。例えば、電力・ガス会社の全ての債務や優先株が持ち
株会社のレベルで発行されている場合、事業会社の債務に対する現時点での構造的劣後はない。
ただし、事業会社のレベルの他の債務に対する構造的劣後は存在する)。構造的劣後から生じる追
加リスクは、ノッチング調整を行なうことによって、スコアカードによる格付結果が(平均的に)持ち株会
社の実際の格付に近づくようにする。
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13

租税分担契約など、持ち株会社と事業会社間で協定が交わされることもあり、それは持ち株会社のもう一つの資金源
になる。

14

デフォルト・シナリオにおける実際の優先順位は、当該司法管轄の会社法や破産法、各事業会社の資産価値、資金調
達条件、グループ・メンバーの相互関係など多くの要因に基づいて判定される。
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評価方法
スコアカードが示唆する持ち株会社の格付には、構造的劣後に基づくノッチダウンが施されることがあ
る。構造的劣後に影響を与えるリスク要因とその緩和要因には様々なものがあり、様々な組み合わ
せで出現する。そのため画一的なアプローチを採るのは実際的ではなく、全ての関連要因の相互作
用が発行体の信用リスクに与える個々の要因の重要性を増幅あるいは緩和する度合いを、アナリス
トが個別に判定する必要がある。
構造的劣後の程度あるいは影響を増幅させうる関連要因には次のようなものがある。
»

事業会社から持ち株会社へのキャッシュ移動を妨げる規制上その他の障壁

»

特定の分離(リングフェンス)規定

»

事業会社レベルの厳格なコベナンツ条項

»

事業会社レベルのレバレッジの高まり

»

持ち株会社レベルのレバレッジの高まり

»

重要な事業会社に課される厳しい配当制限あるいはその可能性

»

リスクの高い事業を抱える事業会社あるいはキャッシュフローが不安定な事業会社に起因する
持ち株会社のリスク

»

持ち株会社レベルの流動性の逼迫

»

グループのリスクを高める事業、あるいはグループにとって新規の事業に、投資計画が集中して
いること

15

構造的劣後の程度あるいは影響を緩和しうる関連要因には次のようなものがある。
»

様々な事業子会社からのキャッシュフローが充分に分散

»

債務を負わない事業子会社から持ち株会社への配当が相当程度ある

»

非電力・ガス事業子会社から持ち株会社への安定的な配当が相当程度ある

»

グループの投資計画が主として強力な公益事業に集中している

»

グループ企業間保証。ただし多くの規制管轄で、持ち株会社に対する保証の金額は、事業会
社が保証を与える見返りに受領する価値など、様々な要因の制約を受ける。

スコアカードによる構造的劣後のノッチングは 0 からマイナス 3 ノッチの範囲で行なわれる。極端な
構造的劣後の例は比較的稀なので、ノッチ数がさらに拡大した場合、スコアカードでは対応しない。
ただし、それが存在すると判断される場合には、ムーディーズは実際の格付にそのような構造的劣
後の影響を充分に反映する。
これに関連する問題として、複数の事業会社および中間持ち株会社を持つ電力・ガス会社グループ
内における格付の関係がある。事業会社と対比した持ち株会社の(あるいは他の事業会社と比較し
た事業会社の)債務額、規制や他の保護要因による事業会社の信用隔離の程度など、重要な論点
のいくつかは共通である。電力・ガス会社グループ内の格付に関しては、付録 B で詳しく解説してい
る。

15
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持ち株会社レベルでのレバレッジの高まりはそれ自体が構造的劣後を高める訳ではないが、既存の構造的劣後の影
響を強める結果を生む。
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前提と限界、およびその他の格付上の考慮事項
本格付手法のスコアカードは、透明性を向上させるために簡便性を追求する一方、実際の格付によ
り近いマッピングを可能にするための複雑化を回避するというトレードオフの結果として生まれたもので
ある。そのため、スコアカードで用いる 4 つの主要格付要因とノッチング要因は、規制電力・ガス業界
の企業の格付で重視されるすべての考慮事項を網羅している訳ではない。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が、スコアカードで用いた財務情報は、主として
過去のものである。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するケースもあ
る。また過去の業績、業界動向、同業他社の動向、その他の要因に基づいて、将来の業績を推定
する場合もある。いずれの場合も、将来の業績予想は相当に不正確なものになるリスクがある。
ムーディーズによる予想を不正確にする要因としては、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などの想定外の変化などがある。
本セクターに適用される重要な格付上の前提として、ムーディーズの次のような見方がある。ソブリン
の信用リスクと他の国内発行体の信用リスクには強い相関性があること、法的な請求権優先順位が
様々な債務クラスの平均回収率に影響を与えるため、同一発行体の異なる債務クラスの格付の間
に差異が生じること、流動性アクセスの不足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
ナンスの質、財務管理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。それらの要因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事態が起こりうる。
格付のプロセスにおいて、定量化が難しいが、一部の場合に限って信用力の差別化に有効となる追
加要因を検討することがある。例えば、財務管理、不透明な特許制度に関するリスク、一部の国に
見られる政府介入の可能性などがそのような要因である。
規制、訴訟、流動性、技術、風評に関わるリスクの他、消費者や企業の支出動向、同業他社の戦
略、マクロ経済動向の変化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、過度に複雑になり大幅に透明性が低下することは避けられない。
また実際の格付において、特定の要因のウエイトがスコアカードに示されたウエイトから大きく乖離す
る状況を反映する場合もありうる。
格付上の考慮事項のウエイトの変更は、スコアカードには含めなかった格付要因にも適用されるケー
スがある。例えば、流動性はしばしば格付に極めて重要な影響を与える要因となるが、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。流動性が
極めて低く、それによるデフォルト・リスクの拡大によって格付が大きく影響を受けるケースは、格付手
法の限界を示す一例である。しかし、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。

その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が、ここで述べた考慮事項を理
解すれば、ほとんどの場合、規制電力・ガス業界の企業の信用力に対するムーディーズの見方をほ
ぼ推察できると考えている。格付では、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、季節性に対する評価も考慮される。これらの要因の分析は常にムーディーズの
格付プロセスにおいて不可欠とされる部分である。

流動性と資本市場へのアクセス
流動性分析は電力・ガス会社の財務分析の重要な要素であり、内部的なキャッシュ生成能力と、そ
れらの内部的な資金調達源を補完する外部資金調達源の利用可能性が分析の対象となる。本セ
クターでは流動性と資金調達力がとりわけ重要となる。電力・ガス会社の資産の耐用年数はしばしば
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極めて長くなる。30 年から 40 年が普通で 60 年も珍しくない上、導入のコストも高い。建設サイクル
が一因となり、電力・ガス・セクターではフリー・キャッシュフローがマイナスになる時期が長く続く。配
当とインフラの維持・拡大のための設備投資額の合計額がしばしば営業活動からのキャッシュフロー
を超過し、設備投資の一部を外部借入に依存せざるを得ない状況がほぼ常態となっている。電力・
ガス会社は事業会社部門における世界最大の債務発行体の一つで、資金源を確保し、財務の柔
軟性を維持するために、常に資本市場調達を必要としている。設備投資の相当部分は非裁量的な
性格を持つが(メンテナンス、ネットワーク顧客の拡大、環境指令の遵守のための投資など)、景気後
退期に電力・ガス会社は機敏に裁量的支出を削減、延期した。電力・ガス会社はめったに配当を削
減することがないため、配当は半永久的な支出項目となる。満期が到来する債務を返済し(一時に
巨額の資金が必要になることもある)、ヘッジ契約のコラテラル・コールに対応するためにも、流動性
は重要になる。
流動性は重要であるが故に、一定のウエイトを付与してスコアカード要因に組み入れると、往々にして
格付に織り込む実際のウエイトとはかけ離れた重要性を想定してしまうことがありうる。本セクターの企
業は通常、ほとんどが充分な資金調達力を有している。本業界に属する企業は通常、複数年のコミ
ットされた巨額協調信用枠を必要としており、大部分の企業は実際にそれを保有している。また電
力・ガス会社は、厳しい状況下でも、強力な資本市場調達力を実証して来た。そのため、これまで流
動性が問題になった電力・ガス会社の例はほとんどなく、ある電力・ガス会社が「極めて」強固な流
動性を保有していたとしても、そのことが強固な流動性を保有する他社との格付差異を生む要因と
はならないことが多い。とは言え、流動性あるいは流動性管理に弱点が観察された場合、それは重
要な格付上の考慮事項となり得る。
他の企業発行体の場合と同様に、規制電力・ガス会社の流動性の分析では、今後 12 カ月以上の
全ての資金源泉と資金使途の分析を行なう。ムーディーズは、電気・ガス会社の財務の見通しを予
測し、利用可能な流動性ソースを分析することで(協調信用枠など代替流動性の質と信頼性の評価
など)、予想されるキャッシュ・ソース(営業活動からのキャッシュ、手元現金、既存の約定済み複数
年信用枠)が予想される使途(全てかほとんどの設備投資、配当、短期・長期借入金の満期到来額、
金融ヘッジに対する潜在的な流動性コールの予想、特別な租税負担など重要な発行体特有の項
目など)に見合うかどうか検証する。ここでは、資本市場調達、流動性ソースの増加、既存信用枠の
更新、配当の削減はないと想定する。ムーディーズはこのシナリオにおける当該企業の流動性プロフ
ァイル、流動性の状況を改善する能力、および質と信頼性が劣る流動性ソースへの依存度を検証
する。

経営の質および財務方針
経営の質は、電力・ガス会社および電力・ガス持ち株会社の信用力を支える重要な要因である。経
営陣の事業戦略、方針、哲学を評価し、同業他社のパフォーマンスやムーディーズの予想と対比し
た経営陣のパフォーマンスを評価するには、事業計画の進捗状況を観察するのが有効である。経営
の質の一貫性が実証されていれば、将来のストレス状況下での経営陣のパフォーマンスを予想する
上での助けとなり、設定した計画や指針から大幅に逸脱する可能性を探る上での指標になる。
ムーディーズはまた、財務方針(配当政策、設備投資計画など)を評価し、経営陣が株主、債券投資
家、その他利害関係者の潜在的な利害対立をどのように調整するかを評価する。配当と裁量的設
備投資は、主要な支出項目の中で経営陣が短期的に最も管理しやすいものである。持ち株会社の
場合、経営陣が普通株主を満足させるためにどれだけ強い配当性向引き上げの意向を持っている
かを考慮する(積極的な増配あるいは必要な減配の遅れで判断する)。親会社が複数の子会社を抱
える場合、電力・ガス会社が親会社に支払う配当は、当該電力・ガス会社のキャッシュ生成とキャッ
シュ・ニーズに応じて変動しやすくなる。親会社は、各電力・ガス会社が料金設定の基礎となる規制
会計上の負債比率を一定に維持することを望むためである。ムーディーズは過去、資本需要が低い
時にしばしば増配し、設備投資を増やすなどキャッシュ需要が大きい時に、しばしば減配する電力・
ガス会社の例を観察して来た。規制会計上の負債比率に食い込むような配当方針の採用は信用
評価において重大なマイナス要因となる。

企業規模-自然災害、顧客集中、建設に伴うリスク
規制電力・ガス会社の事業の場合、他のほとんどの業種の場合そうであったように、事業の規模の
大きさが信用力の重要な決定要因になったことはなかった。事業の大きさがコスト構造と競争力に幾
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分影響を与える規模の経済をもたらすのは確かであるが、料金は燃料と固定資産関連コストの影響
をより強く受ける。複数の州で事業を行なう競合企業よりも、1 つの規制管轄で事業を行なう規模が
小さい電力・ガス会社の方がきめ細かく当局の期待に沿うことができた例がいくつもあった。
しかし、自然災害リスク、顧客集中リスク(一つのセクターの法人顧客への集中など)、大規模プロジェ
クトに伴う建設リスクなど、格付に影響を与える特定のリスクの評価において、規模が非常に重要な
要因になることもある。スコアカードではそれらの内、最初の 2 つを要因 3 に織り込むよう努めるが、
発行体によっては、これらの考慮事項の重要性を考慮して、格付におけるリスク・ウエイトを高めること
がある。建設プロジェクトは常にコスト超過と工事遅延のリスクを伴うが、電力・ガス会社の規模に比し
てプロジェクトの規模が過大な場合、これらのリスクは大幅に高まる。

電力・ガス会社の格付と政府方針およびソブリン格付との相互作用
規制電力・ガス会社は、他のほとんどの業種よりも、政府の採る行動の影響を受ける。料金規制は
直接的に、エネルギー、環境、租税政策は間接的に、電力・ガス会社の信用力に影響を与える。政
府の行動は、燃料価格、電源構成、収入・コストの安定性と発生時期、規制電力・ガス会社が財務
逼迫に陥る可能性に影響する。ムーディーズは政府の政策や経済・金融全般の状況の影響につい
てのその時々の見解を個々の電力・ガス会社の格付に反映していくが、単純なスコアカードには馴染
まない考慮事項がある 16。

電力・ガス会社の事業多角化
規制電力・ガス会社の中には少数とは言え、様々な事業を 1 つあるいは複数の関連会社の事業とし
て取り込む一般的な方式ではなく、企業内の事業分野として行なっている企業がある。ムーディーズ
は通常、その他の事業で重要性の高いものはそれぞれ該当する格付手法を用いて評価を行い、格
付にその格付手法での考慮事項を反映している。セグメントごとの財務実績を完全に取り出すことが
できず、利用可能な情報に基づいて推計せざるを得ない場合、公益事業と非公益事業の評価には
分析上の限界が伴うことになる。規制公益事業は他の企業セクターに比べて低リスクであることから、
ほとんどの場合、非公益事業部門はその電力・ガス会社の事業リスク・プロファイルを増幅する要因
となる。そのような傾向を反映して、それらの企業の格付に付与される格付は総じて、スコアカードが
示唆する結果よりも低くなる。

イベント・リスク
ムーディーズは、予想外のイベントの発生により発行体のファンダメンタルな信用力が突然、大幅に
低下する可能性があることを認識している。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、株主配分などがある。

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事項には、監査委員会の財務に関する専門知識、
上級幹部の報酬制度が規定するインセンティブ、関連当事者間取引、外部監査人とのコミュニケー
ション、株主構成などがある。

投資戦略と買収戦略
信用分析においては投資戦略も考慮する。投資戦略は、他の格付対象企業の戦略との比較におい
て評価し、一貫性を検討する。買収は企業の事業強化手段となりうる。ムーディーズは、特定の格
付レベルにおける企業の買収許容度を評価するにあたって、(1)中期的に更なる買収の可能性を含
む経営陣のリスク選好度、(2)自社株買い戻しの状況、(3)レバレッジを一定のレベルに保つことへの

16
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経営陣のコミットメント、(4)既存事業および買収事業の変動性、を考慮する。一般的に、買収が行わ
れ、そのために負債比率が通常の許容可能なレベルを一時的に超えたとしても格付は維持されうる。
しかしそれは、(1)戦略との適合性、(2)買収後の予想資本構造とレバレッジ、(3)比較的短期間の内に
財務指標が回復するとのムーディーズの予想、によって決まる。

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、強
力な内部統制によって可能になる。
全体的な財務報告プロセスの弱点、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。
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付録 A: 規制電力・ガス会社のスコアカード
要因１a：規制の枠組みの立法的および司法的基盤（12.5％）
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公益企業に対する規制は、供給地域内でほぼ
絶対的な独占的地位を与え（注１参照）、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を絶対的に保証し、極めて透明性の高い規制
方法を定め、料金設定の方式と手順を明確に
定めた法制に基づき、全国レベルで適用される
完全に発達した枠組みの下で行なわれている。
既存の公益企業法制は包括的かつ支援的で、
法制を変更する必要性は見込まれない。また
は、これまで行なわれた変更は全般的に公益
企業の信用力全般に極めて支援的で、問題に
対して充分に事前対応的である。国家裁判所へ
の提訴、公益企業法の解釈における極めて強
固な判例、強固な法の支配など、規制当局と公
益企業の間に意見の相違が生じた場合にそれ
を調停できる極めて強固で独立的な司法制度
がある。このような状況は継続すると見られる。

公益企業に対する規制は、供給地域内で極め
て強固な独占的地位（注１参照）を与え、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を厳格に保証し（レビューも限定的であり）、非
常に透明性の高い規制方法を定め、料金設定
の方式と手順を相当程度明確に定めた法制に
基づき、全国、州、省レベルで適用される完全
に発達した枠組みの下で行なわれている。これ
まで公益企業法制が変更された経緯がある場
合、それは適時で、公益企業の意見が充分に
反映されるなど、明確に発行体に支援的であっ
た。国家裁判所への提訴、公益企業法の解釈
における強固な判例、強固な法の支配など、規
制当局と公益企業の間に意見の相違が生じた
場合にそれを調停できる強固で独立的な司法
制度がある。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、供給地域内で非常
に強固な独占的地位（注１参照）を与え、全ての
必要な投資を実行しそれを回収できる料金設定
を（合理的な慎重性の要件に従って）保証し、透
明性の高い規制方法を定め、料金設定の方式
と手順について全般的な指針を提供する法制
に基づき、全国、州、省レベルで適用される充
分に発達した枠組みの下で行なわれている。こ
れまで公益企業法制が変更された経緯がある
場合、それはほぼ適時で、全般的に発行体に
支援的であり、また公益企業の意見を明確に反
映してきた。国家裁判所への提訴、公益企業法
の解釈における明快な判例、強固な法の支配
など、規制当局と公益企業の間に意見の相違
が生じた場合にそれを調停できる独立的な司法
制度がある。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）自家発電の割
合が比較的大きいなど例外はあるが供給地域
内で強固な独占的地位（注１参照）を与え、全
ての必要な投資を実行しそれを回収できる料
金設定を（ほぼ合理的な慎重性の要件に従っ
て）全般的に保証し、相当程度透明性の高い
規制方法を定め、料金設定の方式と手順につ
いて全般的な指針を提供する法制に基づき、
全国、州、省、市レベルで適用される枠組みの
下で行なわれているか、あるいは（ⅱ）他のセ
クターで独立的で透明な規制が実施されてい
る場合において、新たな枠組みの下で行なわ
れている。これまで公益企業法制が変更され
た経緯がある場合、それは発行体の信用にと
って支援的であったか、やや適時性を欠いてい
た可能性があったとしても、少なくともに発行体
にとってバランスのとれたものであった。また、
立法過程において公益企業の意見が反映され
た。（ⅰ）州あるいは省レベルの裁判所への提
訴、公益企業法の解釈における相当程度明快
な判例、全般に強固な法の支配など、規制当
局と公益企業の間に意見の相違が生じた場合
にそれを調停できる独立的な司法制度がある
か、または(ⅱ)独立の調停者への提訴が必要
とされないように（充分に発達した枠組みの下
で）規則が適用されてきた。このような状況は
継続すると見られる。
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公益企業に対する規制は、（ⅰ）例外はかなり
多いが供給地域内で全般に強固な独占的地位
（注１参照）を与え、また（時に厳格に適用される
慎重性の要件に従って、また確実性はやや劣る
が）必要な投資を実行しそれを回収できる料金
設定を全般的に保証する法制あるいは政令に
基づき、全国、州、省、市レベルで適用される枠
組みの下で行なわれているか、あるいは（ⅱ）他
のセクターで独立性と透明性がやや劣る規制が
実施されてきた経緯がある場合において、新た
な枠組みの下で行なわれている。（ⅰ）規制当
局と公益企業の間に意見の相違が生じた場合
に、それを調停できる司法当局は明確な権限を
有していないか、規制当局や他の政治的圧力
から完全には独立していないが、相当程度強固
な法の支配が行なわれている、あるいは(ⅱ)独
立の調停者が存在しない場合、それらの調停者
への提訴がほぼ必要とされないように規則が適
用されてきた。このような状況は継続すると見ら
れる。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）重要な例外は
あるが供給地域内で相当程度強固な独占的地
位を与え、また（時に厳格に適用され、時に裁量
が入る慎重性の要件に従って）必要な投資を実
行しそれを回収できる料金設定を、やや制限を
受ける形で、またはより不確実に保証する法制
あるいは政令に基づき、全国、州、省、市レベル
で適用される枠組みの下で行なわれているか、
あるいは（ⅱ）他のセクターまたは他の要因にお
ける規制当局の経験から見て、独立性と透明性
がやや劣るとムーディーズが見なす新たな枠組
みの下で行なわれている。規制当局と公益企業
の間に意見の相違が生じた場合にそれを調停
できる司法当局は明確な権限を有していない
か、完全には規制当局や他の政治的圧力から
独立していないが相当程度強固な法の支配が
行なわれている。あるいは、独立の調停者が存
在しない場合、しばしば提訴が必要とされる形
で規制が運用されてきており、それが規制の枠
組みの不安定性を示している。公益事業市場あ
るいは料金設定に、債権者に不利な形で断続
的に政府が介入するリスクがある。

公益企業に対する規制は、（ⅰ）供給地域内で
独占的地位を与えるが、必要な投資を実行しそ
れを回収できる料金設定の保証がほとんどない
法制あるいは政令に基づく、全国、州、省、市レ
ベルで適用される枠組みの下で行なわれている
か、あるいは（ⅱ）他のセクターまたは他の要因
における規制当局の経験から見て、予測不可
能で不利な規制が行なわれるとムーディーズが
考える新たな枠組みの下で行なわれている。規
制当局と公益企業の間に意見の相違が発生し
た場合にそれを調停できる司法当局は明確な
権限を有していないか、完全には規制当局や他
の政治的圧力から独立していないと見なされ
る。あるいは、効果的な独立の調停者への提訴
の手段がない場合がある。公益企業は独占を
維持する能力を一部欠いているか、または系統
の無償利用を防止する能力を一部欠いている
懸念がある。公益事業市場あるいは料金設定
に関して、債権者に不利な形で、国有化または
その他の政府の重大な介入が行なわれるリス
クがある。

注： 独占的地位の強さとは、顧客が公益企業の供給地域内で他の供給者からサービスを受ける上での法的、規制上および実際上の障害の大きさの程度を指す。独占的地位の低下の例としては、都市あるいは大手ユーザーが当該公益企業から
独立して自身のシステムを建設する動き、自家発電が許容（コージェネレーションなど）および/または奨励（ネット・メータリング、DSM 発電など）される程度、等が挙げられる。下位格付の公益企業では、独占状態が広範囲の盗電や不正使用に
よって脅かされていることがある。一般に公益企業は独占状態にあると想定されるため、本セクターでは独占的地位にあること自体がこのサブ要因における高スコアの要因とはならないが、独占的地位の低下はスコアの低下要因となり得る。
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要因１b：規制の一貫性と予測可能性（12.5％）
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Aaa

Aa

A

Baa

発行体はこれまで規制当局との間で、予測可
能で一貫性がある好ましい決定がなされるよう
な、強固で長年に亘る関係を築いて来た。規制
当局は発行体および公益企業全般の信用維
持に対して、極めて支援的である。このような
状況は継続すると見られる。

発行体はこれまで規制当局との間で、ほぼ予
測可能で一貫性がある決定がなされるような
関係を築いて来た。規制当局は公益企業全般
の信用維持にほぼ支援的で、ほぼ全ての事例
において発行体の信用維持に非常に支援的だ
った。このような状況は継続すると見られる。

発行体はこれまで規制当局との間で、大体に
おいて予測可能で一貫性がある決定がなされ
るような関係を築いて来た。規制当局は公益
企業全般の信用維持に若干支援的でなかった
面もあるが、発行体の信用維持に対してはほ
とんどの状況においてかなり支援的だった。こ
のような状況は継続すると見られる。

これまで発行体と規制当局の関係は充分に良
好であった。規制当局の行動は全般に一貫性
を維持し予測可能であるが、時に一貫性と予
測可能性が欠如する例も見られ、時に意思決
定が政治的色彩を帯びることもある。ただし、
やや支援的でないと見られる意思決定も、既
存法令を順当に適用した結果であり、過度に
厳しいものとは言えない。このような状況は継
続すると見られる。

Ba

B

Caa

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局者の意思決定はかなり一貫性と予測可能
性を欠き、また政治的色彩を帯びると考えられ
る。規制当局がこれまでに発行体に対して、や
や支援的ではない決定を下してきた事例があ
ったとしても、発行体は財務困難に陥った場
合、大幅な遅れが出る可能性があるとは言え
支援を得られると考えられる。時に、規制当局
の権限が立法府または行政府の行動によって
侵害される可能性がある。一部の重要な決定
に関して規制当局が規制の枠組みに従わない
可能性がある。

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局の意思決定は概して予測不可能で、やや
裁量的になるとさえ考えられる。ただし発行体
は、財務困難に陥った場合、大幅な、またはよ
り長期に及ぶ遅れを伴いながらも、究極的には
支援を得られると考えられる。あるいは、規制
当局の行動は検証されておらず、一貫した実
績がないか、大きな変化の過程にある。規制
当局の権限は立法府または行政府の行動に
よってしばしば侵害される。規制当局が発行体
に不利な方向で規制の枠組みを無視する頻度
が多くなることも考えられる。

これまでの発行体と規制当局や行政府との関
係、あるいは今後の当局の意思決定の方向性
に関するムーディーズの見方に基づき、規制
当局の意思決定は非常に予測困難で、しばし
ば発行体に不利なものになると考えられる。あ
るいは、意思決定が発行体の信用維持に支援
的な側面を有していたとしても、しばしば実行
不能になる可能性がある。規制当局の権限は
立法府または行政府の行動によって深刻に侵
害されてきた経緯が窺える。規制当局が発行
体に不利な方向で頻繁に規制の枠組みを無視
する可能性が高い。
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要因 2a：事業コストと資本コストの回収の適時性（12.5％）
Aaa

Aa

A

Baa

タリフ算定式と自動コスト回収メカニズムによっ
て、事業コスト回収と全ての投資増分に対する
基本的に適時のリターンの回収が、完全かつ
極めて適時に行なわれており、法律上の規定
も料金引き上げまたはコスト回収メカニズムに
対する異議を排除するものになっている。一般
的な値上げは、法令および実務慣行に基づ
き、効率的で公平なレビューの下に迅速に実
施され、充分に将来を見通したコストの算入が
認められている。

タリフ算定式と自動コスト回収メカニズムによっ
て、事業コスト回収と全ての投資増分に対する
基本的に適時あるいはほぼ適時のリターン回
収が完全かつ極めて適時に行なわれており、
公益企業の想定に対する規制当局の異議申し
立ても最低限に抑えられている。一般的な値
上げは、法令または実務慣行に基づき、効率
的で公平なレビューの下にごく妥当な期間内に
実施されて、不服申し立てできない暫定料金が
徴収されており、原則的に将来を見通したコス
トの算入が認められている。

自動コスト回収メカニズムによって、燃料、購入
電力、およびその他全ての変動性の高い事業
経費の回収が完全かつ相当程度適時に行な
われている。重要な設備投資は、タリフ算定式
またはその他の料金算定式に基づいて行われ
ほぼ適時のリターン回収が許されるか、あるい
は資本コストの回収の遅れを最低限に抑える
それ以外の手続きよってなされる。一般に、料
金引き上げやコスト回収を遅らせる規制当局
による異議の申し立ては、大規模な建設プロジ
ェクトを理由とする予期しない大幅な値上げに
関連するものに限られる。一般的な値上げは、
法令または実務慣行に基づき、ほぼ効率的で
原則的に公平なレビューの下に妥当な期間内
に実施されて、料金（最終料金あるいは払戻不
能の暫定料金）が徴収されており、将来を見通
した重要なコストの算入が認められている。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
は通常、１年未満の回収遅延を想定するメカニ
ズムを通じて回収される。ただし、公益企業に
財務ストレスを与えない一部の急速なコスト上
昇については、それより遅れることがある。追
加投資分は、原則的に若干の遅れを伴う一般
的な値上げを通じて、一部はタリフ算定式に従
って、回収される。あるいは、未検証で不確実
な算定料金がある。規制当局の介入による遅
延の可能性がより大きくなるが、それは通常、
大規模な資本プロジェクトまたは事業コストの
急激な上昇に関連する料金に限られる。

Ba

B

Caa

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
は、公益企業に深刻な財務ストレスをもたらさ
ない程度の遅れを伴って、最終的に回収され
ると見込まれるが、規制当局には、燃料、購入
電力、その他の市況性の高い経費に対処する
迅速な料金改定を認めたがらない傾向が幾分
見られる。設備投資に関連するコストの回収は
遅れがちである。ただし、それによって重要な
投資計画の意欲が削がれるほどではない。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
が回収される見込みは、予算配分に関する規
制当局の思惑や政治介入によって、大幅な遅
れを伴う可能性がある。設備投資に関わるコス
トの回収は、相当程度の遅れを伴う可能性が
ある。あるいは、それによって一部の重要な投
資に対する意欲が幾分削がれる可能性があ
る。

燃料、購入電力、その他の変動性の高い経費
が回収される見込みは、予算配分に関する規
制当局の思惑や政治介入によって、かなり長
期の遅れを伴う可能性がある。設備投資に関
わるコストの回収は不確実であり、長期に亘る
遅れを伴う可能性がある。あるいは、それによ
って必要な投資に対する意欲さえも削がれる
可能性がある。

注：タリフ算定方式には、フォーミュラ・レート・プランの他、設備投資に関わるトラッカーやライダーがある。
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要因 2b：料金とリターンの充分性（12.5％）
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Aaa

Aa

A

Baa

料金が(現在および将来に亘って)コストをカバ
ーし、資本を調達するのに充分な水準にあるこ
とに疑義がない。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）完
全にコストをカバーし、充分な投資リターンを確
保する水準に設定され、規制当局が公益企業
のコスト想定に異議を唱える可能性は最小限
である。従って、世界の同業他社と比較して
（場合に応じて、自己資本、総資産、レート・ベ
ース、規制資産価値比での）収益力は強固で
ある。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）通
常、完全にコストをカバーし、充分な投資リター
ンを確保する水準に設定され、規制当局による
異議・否認の例は限定的である。従って全般的
に、世界の同業他社と比較して（場合に応じ
て、自己資本、総資産、レート・ベース、規制資
産価値比での）収益力はほぼ平均以上か、時
により平均的である。

料金は（現在およびおそらく将来に亘って）通
常完全に事業コストをカバーし、ほぼ充分な投
資リターンを確保する水準に設定されるが、規
制当局による異議・否認のケースがやや多い。
ただし、最終的な料金決定は充分な水準に収
まり、資本調達に困難を来すことはない。従っ
て全般的に、世界の同業他社と比較して（場合
に応じて、自己資本、総資産、レート・ベース、
規制資産価値比での）収益力は平均水準か、
時により若干平均を下回る。

Ba

B

Caa

料金は通常、（現在およびおそらく将来に亘っ
て）事業コストのほとんどをカバーする水準に
設定されるが、投資リターンの予測可能性は
やや低くなり、また規制当局による異議・否認
の例は明らかに多い。ただし、最終的な料金決
定は通常、充分な水準に収まり、資本調達は
可能である。従って全般に、世界の同業他社と
比較して（場合に応じて、自己資本、総資産、
レート・ベース、規制資産価値比での）収益力
は概ね平均以下であるか、あるいは許容され
た収益が平均水準であっても、その確保が困
難である。あるいは、タリフ算定式に全てのコ
スト要素が考慮されていない、および/または投
資報酬が不明確か、時に不充分である。

料金は、時にキャッシュ・コスト以外のコストを
回収できない水準に設定される恐れがある。ま
た、規制当局は支出予算の決定においてやや
裁量的な判断を下し、また事業の継続に必要
な資金を調達するための料金引き上げを、慎
重なレビューよりも、政治的理由を優先して否
認する可能性がある。投資リターンが投資意
欲を削ぐ水準に設定される可能性がある。決
定される料金の判断が困難あるいは不確実
で、継続的な資金調達に困難を来たす可能性
がある。あるいは、タリフ算定式がキャッシュ・
コスト以外の重要なコスト要因を考慮していな
い可能性がある、および/または投資報酬が概
して不充分である。

料金は、しばしば重要なコストを回収できない
水準に設定される恐れがあり、キャッシュ・コス
トの回収にもリスクがある。また規制当局は支
出予算の決定において、さらに裁量的な判断
を下し、また事業の継続に必要な資金を調達
するための料金引き上げを、主に政治的理由
から否認する可能性がある。投資リターンが必
要な維持投資の意欲を削ぐ水準に設定される
可能性がある。決定される料金はしばしば懲
罰的か非常に不確実で、資金調達に著しい悪
影響を与える、あるいは、タリフ算定式が重要
なキャッシュ・コストを考慮していない可能性が
ある、および/または投資報酬が基本的に不充
分である。
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要因 3: 分散（10％）
ウエイト 10％
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サブ要因の
ウエイト

Aa

A

Baa

市場地位

5％

規制制度および/または供給地域経
済の面で、複数の国・地域に極めて
高度に分散されている。

重要な事業が 3 つ以上の国または大
きな地域で展開されていることによ
り、規制制度および/または供給地域
経済の面で非常に良好に分散されて
いる。

重要な事業が 2～3 の国、州、省、地
域で展開されていることにより、規制
制度および/または供給経済地域の
面で良好に分散されている。あるい
は、変動性が低い単独の規制制度の
下で展開されており、また供給地域の
経済は好調で非常に高度に分散して
おり、経済サイクルに対する耐性が実
証されている。

変動性が低いと見なされている単独
の規制制度の下か、分散度があまり
高くないと見られる複数の規制制度
の下で事業が展開されている。供給
地域の経済は幾分かの集中と周期性
に曝されているが、合理的に予測可
能な公益料金の引き上げを吸収でき
る充分な耐性を有している。

電源および燃料
の分散

5％

電源および/または燃料ソースの分散
の度合いが高く、公益企業あるいは
料金支払者はコモディティ価格の変
化の影響から充分に隔離されており、
電源の集中は全くなく、「問題を抱え
る、あるいは停止を迫られる電源」（定
義は後記の通り）は、ほとんど全く保
有していない。

電源および/または燃料ソースの分散
は非常に良好で、公益企業あるいは
料金支払者がコモディティ価格の変
化によって受ける影響は最小限にと
どまり、電源の集中はほとんどなく、
「問題を抱える、あるいは停止を迫ら
れる電源」は、ほとんど保有していな
い。

電源および/または燃料ソースの分散
は良好で、公益企業あるいは料金支
払者がコモディティ価格の変化によっ
て受ける影響はそれほど大きくなく、
電源の集中はほとんどない。しかし、
「問題を抱える電源」あるいは「停止
が迫られる電源」のいずれでもない電
源への、幾分かの集中が見られる。
「停止を迫られる電源」は、ほとんど保
有していない。「問題を抱える電源」
は、幾分保有しているが、懸念材料と
はならない。

電源および/または燃料ソースの分散
は適度で、公益企業あるいは料金支
払者がコモディティ価格の変化によっ
て受ける影響は中位である。しかし、
「問題を抱える電源」に幾分かの集中
が見られる。「停止を迫られる電源」
のリスクは中位で、「問題を抱える電
源」のリスクは管理可能である。
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サブ要因ウ
エイト

Ba

B

Caa

定義

市場地位

5％

供給地域経済の集中度と周期性がや
や高い市場地域、および/または暴風
雨などの自然災害に曝されやすい市
場地域で事業が展開されており、そ
のため、その地域は合理的に予測可
能な料金引き上げを吸収する耐性が
弱い。規制の制度の変動性がやや高
い。

供給地域経済に重大な集中と、より
深刻な周期性が見られ、景気サイク
ルのデュレーションが長いか、合理的
に予測可能な料金引き上げが経済に
とって重大な問題となる小規模な市場
地域で事業が展開されている。供給
地域に地理的集中が見られ、それが
暴風雨などの自然災害への耐性を制
限しているか、供給地域は新興市場
である。規制の制度には明確な変動
性が見られる。

顕著な集中、マクロ経済リスク、およ
び/または自然災害リスクを抱える経
済に集中が見られる供給地域で事業
展開している。

「問題を抱える電源」とは、事業に対
する罰金や課税、必要なあるいは必
要とされる可能性がある環境上の改
善要求に起因する、高いが克服不能
ではないハードルに直面する発電所
である。炭素税が課される炭素放出
発電所、排出権を購入しなければ操
業できない発電所、環境装置を設置
しなければ操業を継続できない発電
所、などがその例である。課税／排出
権／環境上の改善は、他の発電タイ
プと比較した場合に、それらの発電所
の競争力および当該公益企業の料金
に大きな影響を及ぼすが、その影響
は、発電所を閉鎖しなければならない
ほど深刻ではない。

電源および燃料
の分散

5％

電源および/または燃料ソースの分散
はやや低く、公益企業あるいは料金
支払者がコモディティ価格の変化によ
って受ける影響は大きい。「問題を抱
える、あるいは停止を迫られる電源」
を抱えるリスクはより顕著であるが、
過度な財務ストレスを招くことなく代替
ソースにアクセスできる。

電源と燃料ソースにほとんど分散が
見られない環境で事業が展開されて
おり、公益企業や料金支払者はコモ
ディティ価格の変化の影響を大きく受
ける状況にある。「問題を抱える、ある
いは停止が迫られる電源」を抱えるリ
スクは大きく、代替ソースへのアクセ
スは困難であるが、最終的には可能
である。ただし、それは財務ストレスを
高める要因となる。

電源および燃料の集中度が高い環境
で事業が展開されており、公益企業
あるいは料金支払者は、コモディティ
価格ショックに曝されるリスクがある。
「問題を抱える、あるいは停止を迫ら
れる電源」のリスクは非常に高く、代
替ソースへのアクセスは非常に不確
実である。

「停止を迫られる電源」とは、深刻な
計画外の機能停止、あるいは免許ま
たはその他の法規制に関わる問題に
よって、現在操業を停止している発電
所、および既存のあるいは今後導入
が見込まれる規則や規定の発効によ
って、または経済的問題によって、操
業を停止する可能性が極めて高いプ
ラントである。

* 発電を行なっていない発行体については 10％ **発電を行なっていない発行体については 0％

要因 4：財務力
サブ要因の
ウエイト

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

（運転資本調整前 CFO ＋支払利息）/ 支払利息

7.5%

≥ 8x

6x - 8x

4.5x - 6x

3x - 4.5x

2x - 3x

1x - 2x

< 1x

運転資本調整前 CFO/ 有利子負債

15%

スタンダード・マッピング表

≥ 40%

30% - 40%

22% - 30%

13% - 22%

5% - 13%

1% - 5%

< 1%

LBR マッピング表

≥ 38%

27% - 38%

19% - 27%

11% - 19%

5% - 11%

1% - 5%

< 1%

ウエイト 40％
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（運転資本調整前 CFO－配当）/ 有利子負債

有利子負債/キャピタリゼーション
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10%

7.5%

スタンダード・マッピング表

≥ 35%

25% - 35%

17% - 25%

9% - 17%

0% - 9%

(5%) - 0%

< (5%)

LBR マッピング表

≥ 34%

23% - 34%

15% - 23%

7% - 15%

0% - 7%

(5%) - 0%

< (5%)

スタンダード・マッピング表

< 25%

25% - 35%

35% - 45%

45% - 55%

55% - 65%

65% - 75%

≥ 75%

LBR マッピング表

< 29%

29% - 40%

40% - 50%

50% - 59%

59% - 67%

67% - 75%

≥ 75%
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付録 B: 電力・ガス会社グループ内の格付アプローチ
電力・ガス会社グループの典型的な構造
典型的な電力・ガス会社は、1 つあるいは複数の事業会社を所有する持ち株会社の構造を採る。事
業子会社は規制電力・ガス会社である場合もあり、非公益企業である場合もある。これらの企業の
資金調達方法は、規制の枠組みの違いなどによって地域毎に違う。持ち株会社は通常、事業を行
なわない。ほとんどの場合、持ち株会社の資産は子会社に対する持分と、(場合によっては)子会社
へのその他の投資および他社への少数株主持分にとどまる。持ち株会社がある程度の規模の事業
を行なうケースもある。事業資金は主に事業会社のレベルか、主に持ち株会社のレベルか、持ち株
会社と事業会社の両方かが、様々な比率で調達する。持ち株会社が複数の電力・ガス事業子会社
を有している場合、通常それぞれ異なる規制管轄に立地する。一つの持ち株会社の傘下の事業会
社でも、外部資金調達を行なう事業会社と行なわない事業会社が混在することがある。

電力・ガス会社グループに対する一般的なアプローチ
ムーディーズの分析では、通常、事業会社とその最終的親会社である持ち株会社の(中間持ち株会
社がある場合はそれも含めた)単独ベースの信用プロファイルだけではなく、グループ全体の信用プロ
ファイルも考慮するが、それらの要素は、主に事業会社に対する規制の枠組みと資金調達モデル
(規制の枠組みに対応して形成されることが多い)に応じて、(程度の差はあれ)グループ全体の信用
に影響する点も認識している。
ムーディーズは、本格付手法(あるいは他の関連格付手法)に従って個々の事業会社を分析すること
に加え、通常、連結企業体と各公益事業子会社について、本格付手法で述べる定性的・定量的要
因を評価することによって持ち株会社の格付にアプローチする 17。発行体グループの個々の企業体
の格付は、グループ内企業の相互関係、およびそれらの相対的信用力を比較して、引き上げ、ある
いは引き下げることで決定する。
メンバー企業間でどの程度、格付を接近させるか(あるいは乖離させるか)は、以下のような様々な要
因に注目して判断する。
»

事業会社間および事業会社から持ち株会社への資金移動に対する規制上、その他の障壁

»

各事業会社に対する規制の枠組みの違い

»

個々の事業会社に適用される特別な分離(リングフェンス)規定

»

資金調達方法-事業会社ごとに資金調達契約を結ぶか、親会社が単独で流動性枠を持つか、
グループ・メンバー全体ではなく特定のグループ・メンバーで流動性をプールするか、一部のグ
ループ・メンバーが外部流動性や資本市場調達の一時的中断に対してより強い耐性を有してい
るか、など

»

コベナンツ条項と、1 つの事業会社のデフォルト事由がグループの他のメンバーの流動性を制限
する度合い

»

1 つのグループ・メンバーのレバレッジの高まりがグループの他のメンバーのデフォルト・リスクを増
大させる度合い

»

メンバーが、事業リスクが高い他の関連会社に関連して抱えるリスクの度合い、またはそれから
隔離される度合い

»

資金移動、投資、保証・担保提供などに制限を加える資金調達契約の構造的特徴、またはそ
の他の制約条件

»

特定の事業会社の、持ち株会社およびグループ全体にとっての相対的規模と財務的重要性。

「持ち株会社の構造的劣後に関するノッチング」の項で説明する要因も参照されたい。

17
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ハイブリッド持ち株会社(付録 C で定義)へのアプローチは、一つには、非公益企業の重要性、個別の
事業に関する情報のアベイラビリティによって決まる。非公益企業の規模が大きく、かつ完全に個別
の実績を取り出せる形で金融情報の開示が行なわれている場合は、それらの事業に適用される格
付手法を用いて個別の評価を行い、連結企業体に対する評価を合成することができる。非公益企
業が重要な部分を占めるが、その内訳を取り出せない形で金融情報の開示が行なわれている場合、
ムーディーズは複数の格付手法を用いて当該連結企業体の分析を行なうことがある 18。非公益企
業の事業はそれほど重要ではないが、連結企業体全体の信用力に何がしかの影響を与える場合、
ムーディーズは事業リスクの差と、それがどの程度業績に影響を与えるかを推定した結果を定性的
に格付に織り込む。

主として事業会社レベルで資金調達が行なわれ、資金移動の障壁が高いケース
1 つあるいは複数の事業会社からの資金移動に規制の枠組みあるいは債務の構造的特徴に起因
する障害が存在する場合、その度合いに応じて、グループ・メンバー間の格付の差が拡大する可能
性が高い。
乖離の度合いは、状況要因の影響を大きく受けて大きくも小さくもなるため、個別に評価される。ム
ーディーズが検討する事項の一つに資金調達方法がある。例えば、グループのメンバーがそれぞれ
銀行信用枠を有しており、メンバーの一つの経営悪化が他のメンバーのデフォルト事由とはならない
場合、格付の開きは大きくなる傾向がある。資金プールの存在は、一見参加者間の格付の乖離を
縮める要因になりそうであるが、プール内の資金移動に規制上の制約が課せられるために乖離を解
消できない場合がある。例えば、非公益企業は借り手または貸し手としてしかプールにアクセスでき
ない場合があり、また公益事業であっても、規制当局がプールからの借入や他のプール参加者への
信用供与に制約を課すことがある。しかし、資金プールの唯一の外部流動性源が銀行信用枠に基
づく持ち株会社の借入である場合(特に事業会社がその流動性源に依存できる場合)乖離は縮小す
ると見られる。しかし、事業会社が自ら市場で資金調達する能力も考慮する必要がある。租税に関
する会社間協定も、デフォルト・リスクの乖離度合いに対するムーディーズに見方に影響を与える
持ち株会社の場合、事業子会社の規制・経済・地理上の分散度が高ければ高いほど、デフォルト確
率が各事業子会社のデフォルト確率から乖離する可能性が高くなる。反対に、持ち株会社のこれま
での行動に照らして、(重要な建設プロジェクトの遅延やコスト超過などを原因とする)財務ストレスに直
面した事業会社に支援を提供することが確実視されるのであれば、それだけ乖離度は縮小すると判
断される。
親会社が過大な負債を抱える場合、資金移動に対する高い障壁が存在する場合でも、親会社の構
造的劣後に起因するノッチング幅が拡大するだけでなく、事業会社の格付も圧迫を受ける(特に親会
社の債務返済が事業会社のキャッシュフローに明確に依存している場合)。規制当局が資金移動に
制限を加える事態はほとんどのケースで起こり得ることとは言え、必ず起こるものではない。また、事
業会社を破産に追い込む行為は経営破綻した親会社やその債権者の利益にはならないのが普通
であるが、起こり得ないことではない。
格付の乖離の度合いが最大になるのは、規制によってグループ内の各社がはっきりと隔離され、事
業会社の配当や資金移動が制限され、事業会社の経営と管理が他のグループ・メンバーから完全
に分離され、さらに破産手続きを開始させる親会社の能力を制限する有効な分離(リングフェンス)条
項で補完されるケースである。通常、米国のほとんどの電力・ガス会社グループ企業(持ち株会社と
事業会社)は、お互いに 3 ノッチ差の範囲内に格付されている。ただし、グループの持ち株会社と事
業会社のノッチング差が 3 ノッチよりもかなり大きく開くことがあり得る。これは、規制要件に加えて、
任意破産の申請などの重要な経営上の意思決定に少数株主の同意が必要になるなどの厳格な分
離条項があるからである。

主に事業会社レベルで資金調達が行なわれ資金移動の障壁が低いケース
事業会社から持株会社への資金移動に対する規制上の障壁が低い地域にあるグループ内の発行
体の格付分析の場合は、連結グループ全体の信用力に、より重きを置く。個々の事業会社の格付
は、各企業の特徴およびグループにとってその企業の重要性に基づいて検討され、資金が比較的
自由にグループ企業間を移動するとの想定の下に、グループ全体の格付の周辺に収斂する形で格
付が付与される傾向がある。
18
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メンバー間の資金移動に対する当局の規制が比較的厳しい地域に事業会社を持つ電力・ガス会社
グループがある一方で、事業会社から持ち株会社への資金移動、あるいは事業会社間の資金移動
に対する当局の規制が比較的緩やかな地域もある。厳しい規制を課される事業会社の格付は、連
結グループ全体の信用力から大きく乖離し、この規制が比較的緩やかな事業会社の格付は、連結
グループ全体の信用力の周辺に収斂する傾向がある。
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付録 C: 本格付手法が適用される会社の種類
以下では本格付手法が対象とする会社の事業形態のカテゴリーについて説明する。
垂直統合型電力会社:垂直統合型電力会社は、発電、配電、および(ほとんどの場合)送電資産を
有する規制を受ける電力会社、あるいは結合ユーティリティ(後段で説明)である。垂直統合型電力
会社は一般に、電力事業の全ての側面に従事する。即ち、発電所を建設し、燃料を購入し、発電を
行い、複数の発電所から最終ユーザーに電力を届ける配電網(低・高圧送電線、変圧器、変電所を
含む)を建設・維持し、通常、特定の地域(「供給地域」と呼ばれる)の顧客の電気需要の全てに応じ
る。それら独占的活動の全ての料金あるいはタリフは、規制当局によって設定される。
送配電会社:送配電会社(T&D)は通常、競争的枠組みの下で電力が提供される規制緩和市場で事
業を行なう。T&D は特定の州または地域内で電力を送配電する配電網を所有し、運営する。T&D
は送電線を通じて電気を発電所から小売、商業、工業に従事する顧客まで輸送・配給するサービス
を提供する。T&D は通常、顧客に配供給された電気の対価を請求する責任を負い、競合サプライ
ヤーに乗り換えていない顧客にスタンダード・サプライまたはラスト・リゾート(POLR)サービスを提供する
義務を負う。これらの要因によって、T&D と、小売電力サプライヤーおよび/またはその他の電力会
社を顧客とする配電ネットワークとが区分される。少数ながら、本格付手法に基づき格付される送配
電会社の中には、POLR サービスの提供義務を負わないが、サブソブリンの規制を受けるものもある。
これらの独占的送配電業務の料金やタリフは、関連規制当局によって設定される。
地域ガス配給会社:配ガスは、天然ガスが顧客に届けられる最終ステップである。大規模な工業、
商業、発電に従事する顧客は、ガス生成地帯から消費地域までガスを輸送する大容量パイプライン
から直接、天然ガスの供給を受けるが、その他のユーザーはほとんどが地域ガス会社(地域配給会
社(LDC)とも呼ばれる)から供給を受ける。LDC は、特定の地域の消費者への天然ガス配給に従事す
るする当局の規制を受ける会社である。具体的には、LDC は天然ガスを通常、大口径パイプライン
(相当高い圧力を用いる)上にあるデリバリー・ポイントから、各家庭および企業まで数千マイルに及ぶ
小口径配給導管(通常やや低い圧力を用いる)で輸送する。LDC は通常、顧客にガス輸送・供給の
対価を請求する責任を負い、ほとんどが顧客全体(または顧客の一部)に対してガス調達義務を負う。
ただし一部市場では、全ての顧客に対するガス供給に市場競争が導入されている。これらの要因に
よって、LDC と、小売ガス配給業者および/またはその他の天然ガス会社を顧客とするガス配給ネット
ワークとが区分される。これらの独占的活動に基づくガスの料金あるいはタリフは、関係規制当局に
よって設定される。
統合型ガス会社:統合型規制ガス会社とは、ガスを調達し、輸送インフラ(高圧パイプラインと低圧配
給システムの組み合わせなど)および、(場合によっては)貯蔵、再ガス化設備などの関連施設を運営
し、顧客に対する請求・計量などの供給関連業務を行って、特定の供給地域の全てのエンドユーザ
ーにガスを配給する、規制を受ける公益企業である。これらの一連の活動に関わる料金あるいはタリ
フは、関係規制当局によって設定される。多くの場合、統合型ガス会社の事業範囲は 1 国内にとど
まる。
結合ユーティリティ: 結合ユーティリティは、LDC または統合型ガス会社が、垂直統合型電力会社ま
たは T&D と組み合わさった公益企業である。これらの独占的活動の料金あるいはタリフは、関係規
制当局によって設定される。
規制発電会社: 規制発電会社は、ほぼ排他的に発電設備を所有するが、垂直統合型電力会社と
同様に、一般的にその活動が規制を受けている公益企業である。通常、規制発電会社の電気の購
入者(通常、他の民営電力会社、地方自治体所有あるいは共同組合組織の電力会社)は、規制発
電会社の総許容コストに加えて、規制当局が指定する資本構造に基づく規制発電会社の株主資本
利益率を上乗せした規制料金を、規制発電会社に対して支払う。このグループに含まれる企業には、
コストと株主資本または資産価値に対する規制収益率の回収という通常の形での料金規制を受け
ていない発電会社も含まれる。これらの企業に関して、ムーディーズは、政府所有比率(全般に高い)
とともに、固定買い取り価格の設定と電源建設指令(あるい建設見送り指令)に係わる一連の政府の
アクションに注目してきた。現時点では、このグループの企業は、本格付手法の下で最も適切に格付
されるとの結論に至っている。将来、これらの企業の事業および/または規制環境に対するムーディ
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ーズの見方が変わり、関連格付手法
可能性がある。

19

に従った方が、より適切な格付を付与できるとの結論に至る

独立電力管理機構: 独立電力管理機構(ISO)は、一部の地域電力市場で形成された、配電網調整
を一手に担う組織である。ISO は、それが設立されている地域で、電力系統を調整、管理、モニター
して、電力需給が常時均衡するように図り、最も低コストの電源によって電力需要が満たされるように
最善の努力をする。ISO は、新たな送電ニーズを把握し、予想されるピーク需要を上回る供給予備
力を確保する計画を策定するなどして、充分な送電・発電資源を確保しようと努める。また ISO は、
発電事業が自由化されている地域においては、公正で開かれた市場を確立するためのルールを設
定し、場合によりエネルギーおよび/またはキャパシティの価格決定オークションを運営する。ISO が
調整対象とする発電資源は、垂直統合型電力会社に属する場合もあり、独立系電力生産者に属す
る場合もある。ISO は通常の意味で料金規制を受ける組織ではないが、政府の監督を受けている。
全ての地域送電網参加者は、システムおよび設備への投資に関わるコストなど、ISO が役割を果た
す上で必要になるコストを回収できるように設定された料金またはタリフ(従量制が多い)を支払うよう
義務づけられる。ISO は営利企業である場合も非営利企業である場合もある。
送電専業会社:送電専業会社は送電資産の所有と運営に特化している。これらの公益企業が所有
する送電線は通常、高圧で、エネルギー生産者の電力を生産場所(あるいは受取場所)から、T&D
あるいは垂直統合型電力会社の送配電系統までの長距離輸送を可能にする。送電専業会社は、
本格付手法に従って格付される他のほとんどの電力企業とは異なり、主に他の電力会社および ISO
にサービスを提供する。米国以外の世界のほとんどの地域の送電専業会社は、別の格付手法 20に
従って格付されている。
電力・ガス持ち株会社:付録 B で詳述されているように、規制電力・ガス会社は、親会社となる持ち
株会社の傘下のグループ内企業であるケースが多い。規制電力・ガス持ち株会社の事業子会社は、
規制電力・ガス会社が大多数を占めている。
ハイブリッド持ち株会社:電力・ガス会社グループの一部に、規制電力・ガス会社と他のタイプの会社
とで混成されていて、その中で規制電力・ガス会社が、連結ベースのキャッシュフロー、資産、債務
の大部分を占めているものがある。この種の会社グループの親会社は、「ハイブリッド持ち株会社」と
呼ばれる。
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詳細については、非規制公益企業・非規制発電会社の一般的な評価手法を説明した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。

20

詳細については、規制電力・ガス・ネットワークの一般的な評価手法を説明した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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付録 D: 地域別およびその他の考慮事項
米国の第一順位モーゲージ債のノッチング上の検討事項
ムーディーズは、ほとんどの地域の規制電力・ガス会社の異なるクラスの債務の間のノッチングに当
たって、シニア有担保債とシニア無担保債に 1 ノッチの差を設けるなど、担保および支払請求優先
順位の差に基づく社債格付のノッチングに関する指針に従っている 21。ただし、米国の規制電力・ガ
ス会社の第一順位モーゲージ債とシニア無担保債との間には、ほとんどの場合、2 ノッチの差を設け
ている。
投機的等級発行体の債務クラス間のノッチング差については、ノッチ差をさらに広げるのが適切な場
合もある 22。
米国の第一順位モーゲージ債の保有者は一般に、発電所、送電線、配電線、開閉所、変電所、ガ
ス供給設備など、電気・ガス供給サービスに用いる固定資産に対する第一順位抵当権の他、フラン
チャイズ契約に対する担保権などの恩恵を受けている。発行体および発行体のサービス供給地域
にとってこれらの資産が必要不可欠であったことが、デフォルト時における同クラスの債務の回収率
を極めて高いものにしてきた経緯があり、その事実が 2 ノッチの上方調整を正当化するというのがム
ーディーズの見方である。担保資産の種類の多さと実際の破産で検証された高い回収実績の組み
合わせは、米国に特有の現象である。
米国の第一順位モーゲージ債と無担保債の間のノッチ差が 1 ノッチにとどまるケースもある。担保資
産が地域にとって重要なインフラとは考えられない場合、あるいはカーブアウト、担保解除などの債権
者に不利な条件によって抵当権が大きく劣化している場合などに、そのような事態が発生する。

証券化
分離された収入フロー(特定の費用を回収する収入フローなど)を専ら特定の証券化債務の元利返
済に充当する金融技術として、証券化はこれまで主に米国で用いられて来ており、過去かなり浸透し
てきた。第一世代の証券化債券は、いくつかの州で電力供給市場が自由化されたのに伴い、電力
会社が発電設備を売却した際に発生した発電設備の市場価値と簿価のマイナスの差異(いわゆる
回収不能コスト)の回収に関連したものであった。この金融技術は次に巨額の暴風雨コスト(特にハリ
ケーン被害)に用いられ、次第に環境関連支出、繰り延べ燃料コスト、さらには繰り延べ諸経費にまで、
幅広く用いられるようになった。最も単純な形態の証券化では、一連のキャッシュフローを分離して、
独立した特別目的会社(SPE)に売却する。SPE は、その収入およびキャッシュフローを、証券化した債
務の毎年の元利支払いに充当していく。証券化は、証券化収入を当該電力会社の収入から分離し、
その継続的な回収を保証する特別な法制によって支えられているのが普通であり、根拠となる法律
の詳細部分は州によって異なる。電力会社は即座に資産を現金化できることで証券化のメリットを享
受し(その代わり当該資産からリターンを得る機会を放棄する)、証券化債務のコストは電力会社の債
務のコストよりも低く、電力会社のオールイン資本コストより大幅に低くなる(コスト回収に必要な収入
額が減少する)ことで、料金支払者もメリットを享受できる。
公表財務諸表における米国の証券化債務の表示については、ムーディーズは債務の表示が適切か
どうかを独自に判断するが、ほとんどの場合、根拠法令の規定が考慮された米国会計基準(GAAP)
に従った発行体の監査済み財務諸表の会計処理に従う。そのため、会計処理が異なる可能性があ
る。ほとんどの州の公益企業は、法律的にノンリコースではあっても、GAAP に従って証券化債務を連
結するよう義務づけられている。
一般に、公益企業の証券化債務はオンバランス債務に相当するとムーディーズはみている。その理
由は、ひとつにはオールイン料金を顧客が受け入れやすい水準に維持する一方で、それに結びつい
た料金が当該公益企業の他の目的の料金値上げの余地を縮小するからである。従って、オフバラン
スの会計処理がなされても、ムーディーズは分析上、証券化債務と関連収入を含める形で当該公
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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。

22

詳細については、投機的等級企業のデフォルト時損失の原則を説明したクロス・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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益企業の比率を調整するようにする。またオンバランスの会計処理がなされる場合、ムーディーズは
証券化債務と関連収入を除いた比率の重要性にも注目する。証券化債務はモーゲージ方式で償
却され、それを含めると、早い時期(収入の大部分が金利支払いに充てられる)には比率は悪く見え、
遅い時期(収入のほとんどの部分が元本の支払いに充てられる)には良く見える。
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付録 E: 電力購入契約(PPA)の取り扱い
多くの電力会社は自ら発電所を所有、操業しているが、一部に、小売需要を賄うため、第三者から
電力を購入する契約(PPA) を締結している電力会社がある。PPA の締結には、発電事業の運営によ
り優れたスキルを有する第三者に操業リスクを転嫁する、供給の安定性を確保する、バランス・シー
ト上の負債を圧縮する、電力コストを固定化する、再生可能エネルギーの利用割合の基準などの電
源確保に関する規制命令を遵守するなど、一つ乃至は複数の動機が働いている。PPA は、操業リス
クや金融リスクを削減する手段として、格付上プラスに評価されるが、電力会社の信用力にマイナス
の影響を与える側面もある。最も保守的な取り扱いは、キャパシティ・チャージを支払うことで電力会
社は実質的に発電所に関連する債務の元利払いのための資金を負担しているとみなして、PPA を電
力・ガス会社の債務とするものである。この考え方の対極に、電力会社の金銭債務を、長期資本とし
ての要素が認められない継続的な営業費用と見なす考え方もある。
電力会社はほとんどの PPA で、発電所の所有者(他の電力会社であったり、独立系発電業者(IPP)で
あったりする) にキャパシティ・チャージを支払うことが義務付けられている。IPP はこの料金で、当該
電力会社への電力供給に伴い発生する固定費の一部を賄う。この固定支払いは IPP の債務の元利
支払いをカバーするもので、当該電力会社は IPP に発電と電力供給を要求するかどうかに関わらず
支払う義務がある。発電を要求する場合には、電力会社は追加でエネルギー・チャージを支払い、
IPP の変動費を負担する。この種の契約には他に、トーリング契約、長期供給契約などがあるが、そ
れらのほとんどは PPA に類似した特徴を持っており、PPA として扱われる。

財務指標において債務同等物として処理されるか否かに関わらず、PPA は定性的に将
来のキャッシュ使用として認識される
発行体の監査済み財務諸表がムーディーズの分析の出発点となる。ムーディーズは、電力会社の
会計士が当該 PPA を債務同等物、資産化リース、オペレーティング・リース、その他の方法のどれに
当たるとして処理するかを考慮する。PPA には多様な運営、金融に関する契約条件が含まれている
ことから、PPA を会計処理しようとする会計士には、適用される会計の規則と基準に従って、個別の
契約の取り決めをきめ細かく検討することが要求されるとムーディーズは理解している。しかし PPA の
会計処理は、米国会計原則、IFRS、その他の会計の枠組みの間で完全に一致している訳ではない。
さらに、ムーディーズは、会計処理に織り込まれない要因が重要と考える場合がある(それらは、PPA
の支払いの規模、それに対するコスト回収メカニズムなどの規制上の扱い、あるいはメリットを上回る
とムーディーズが推定する電力・ガス会社にとっての金融・運営上のリスクを発生させるその他の要
因である)。PPA が債務あるいはリース相当契約として会計処理される場合(即ち、バランス・シートに
計上されるか、オペレーティング・リースとして開示されてムーディーズの債務調整計算に含まれる
場合)、ムーディーズは通常、PPA をバランス・シートから除く調整は行なわない。しかし一定の状況に
おいて、会計上オフバランス・シート処理された PPA に相当する債務を調整計算に含めることもある。
PPA を債務として処理するのが妥当か否かをどう判定するかに関わらず、ムーディーズは PPA が発
行体のデフォルト確率に及ぼす影響を全体的に評価する。小売料金で回収できない PPA のコストは、
特に電力の市場販売を通じても回収できない場合、重大なリスクを発生させる。

PPA に関するその他の考慮事項
PPA は財務面、規制面から見て様々な特徴を持っており、個別の状況に応じて取り扱いが異なるこ
とがある。個別の PPA をどのように位置付けるかは、以下のような要因に基づいて決定する。
»
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リスク管理: 最も基本的な原則は、PPA が電力会社のリスク管理手段として用いられてきたことで
あり、それが PPA の基本的な存在理由であるとムーディーズは考えている。従ってムーディーズ
は、電力価格や電力供給のリスクを削減する目的で PPA を締結した電力会社を、それだけで分
析上ペナルティをかけることはない。そうではなく、電力会社の購入義務と供給義務に与えるリ
スクを評価し、全体的な経済的意味を検討する。また、PPA は他の業界でも用いられる長期供
給契約に類似した取り決めなので、PPA と同様の性格を持つこれらの契約と異なる扱いをするこ
とは基本的に不適切であると考えている。
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»

転嫁能力: 電力会社の中には PPA に基づく購入電力のコストを顧客に転嫁できる会社もある。そ
の場合、電力会社は、購入電力のコストが小売価格を超過するリスクを全く負わない。ムーディ
ーズは従って、そのような PPA の債務を長期債務の性格を全く持たない事業コストと見なす。顧
客に転嫁できない場合、電力会社にとっての PPA のリスクはそれだけ大きくなる。PPA のコストの
転嫁が規制の枠組みの中で明文化されている市場がある一方、市場の原則に委ねられる市場
もある。市場に競争原理がさらに導入されれば、あるいはコスト回収に対する規制の支援が弱ま
れば、PPA コストを転嫁する能力がそれだけ弱まると考えられる。ムーディーズは状況の変化に
対応し、PPA に基づく支払い債務の扱いを変更することがある。

»

価格に対する考慮: PPA に従って電力会社が支払う電力価格は、スポット価格よりも大幅に高く
なったり、安くなる場合がある。安くなった場合、電力会社には、小売需要を超過する電力を IPP
から購入し、その余剰電力をスポット市場で転売しようとする動機が働く。一部の電力会社にと
って、それは大きなキャッシュフロー源となる。一方、電力需要がない時期に、あるいはスポット
価格を上回る価格で IPP にキャパシティ・チャージを支払う義務がある電力会社は、小売料金
でそれをフルに回収できない場合、財務的な負担を負うことになる。ムーディーズは、時価評価
をすると損失が発生し、それが電力会社のキャッシュフローに重大な影響を与える可能性のあ
る PPA には、特に注意を払う。

»

過剰供給余力: 大きな過剰供給余力がある地域では、PPA に基づいて電力会社が購入可能な
電力が、市場で必要とされない可能性がある。それは、電力需要がない時に、電力会社にキャ
パシティ・チャージ支払いの必要が生じるリスクを増大させる。ムーディーズは、電力会社の PPA
を全て過剰供給能力と判定する場合と、PPA の一部を電力会社の供給義務の通常の電力供
給予備率として必要とされる部分、残りを過剰供給余力と判定する場合がある。後者の場合、
ムーディーズは、余剰と見なされる PPA の部分を債務として認識するか、その電力会社の全て
の PPA について比例的なアプローチを用いることがある。

»

リスクの分担: 発電設備を所有する電力会社は、所有に伴う事業面、燃料調達面、その他のリ
スクを負担する。従って、PPA に基づく電力購入の取り決めがもたらす財務リスクや流動性リスク
と、所有に伴うそれらのリスクを比較考量する必要がある。ムーディーズは、発電所を所有するリ
スクと PPA に伴う信用リスクをケース・バイ・ケースで比較する。

»

購入義務:一部の PPA には、PPA の契約期間が経過した後に資産を購入するオプションあるい
は義務が付されているものがある。電力会社が経済的な意味が大きい購入義務を負っている
場合、ムーディーズはそれを債務と見なす可能性が高い。現在の会計基準では、それらのケー
スはほとんどの場合、オンバランス処理がなされている。

»

デフォルト条項:ほとんどのケースで PPA 契約のデフォルトの救済手段には支払い金額の期限の
利益喪失が含まれておらず、PPA は破産シナリオにおいて債務とは見なされず解消される可能
性が高いケースが多い。従って、PPA が電力会社のデフォルト時損失を大きく高める可能性は
低い。また、PPA 契約のデフォルトが、電力会社の債務契約および流動性枠契約でクロス・デフ
ォルト事由となることはほとんどない。しかし、債務と同様に扱われる標準的でないデフォルト規
定が存在する場合、PPA の取り扱いに大きな影響を与える。さらに、PPA に基づく支払い義務は
シニア無担保債務であり、電力会社の支払い不履行は、デフォルト・リスクを大幅に高める要因
となる。

ムーディーズのアナリストは上記の各要因を検討し、PPA が公益企業のリスク分析においてどの程度
の重要性を占めるかを判定する。

PPA 債務の金額の推計方法
各電力会社にとっての PPA の比重と重要性、および開示の程度に応じて、ムーディーズは以下に述
べる手法の 1 つあるいは複数を用いて、PPA の債務相当額を評価する。いずれのケースでも、PPA
が過去、その電力会社の信用力に与えてきた影響を総体的に分析する。そこでは、コスト転嫁と支
出削減能力、公益企業の全体的な事業リスクとキャッシュフローに与える PPA 債務の重要性、PPA
が課す事業制約、PPA 債務の満期、電力会社が従事する市場ベースの電力販売がある場合には、
それに与える購入電力の影響、および将来の市場環境とボラティリティに対するムーディーズの見
方、などを見る。
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»

営業コスト: 電力会社が安定供給目的で PPA を締結し、規制当局がそのコストを規制料金で回
収することを認めると確信できる合理的な理由がある場合、ムーディーズはそのような PPA を営
業コストにほぼ該当するものと見なす。そのような PPA の会計処理がオフバランス・シートである
場合、当該債務を公益企業のバランス・シートに計上する再調整を行なうことはまずない。

»

年間支払額の 6 倍: PPA に基づく年間の支払額を 6 倍(ほとんどの場合)して債務を推計する場
合がある。この方法は、オペレーティング・リースの資本化にも用いられることがある。PPA 債務の
額がかなり大きく、情報が充分ではなく他の方法では推計できないとアナリストが判断した場合に、
近似値を得る方法としてこの方法を用いる

»

純現在価値: 充分な情報が得られる場合には、ムーディーズは PPA に伴う一連の支払いの正
味現在価値を電力会社の債務に加える。その際の割引率には、ムーディーズが推定するその
電力会社の資本コストを用いる。

»

みなし債務: IPP が負う債務が電力会社の引き取りに直接、関連するものである場合には、IPP の
債務を全額(あるいは当該電力会社に振り向けられる電力のシェアに応じて比例配分した部分)
を、電力会社の債務に配分することが合理的とされる場合がある。

»

時価評価: PPA による引取価格がスポット価格を超え、当該電力会社に継続的に債務が発生
すると考えられる場合、ネット時価評価方式を用いることがある。これは、電力会社に生じる純コ
スト負担の現在価値を総有利子負債に加える方法である。

»

連結: IPP が完全に特定の電力会社に完全に従属しているようなケースでは、IPP の債務とキャ
ッシュフローを電力会社に連結するのが適切と判断される場合がある。電力会社が IPP が供給
する電力の一部のみを購入する場合には、その比率に応じて連結することになるであろう。

オンバランスの会計処理がなされていない PPA を債務として認識することをムーディーズが決定した
場合、ムーディーズは複数の方式を用いて PPA によって発生する債務相当額を推計し、それらの結
果を比較する場合がある。何らかの状況の変化(規制当局の扱いや市場環境の変化など)があった
場合、使用するアプローチを変えることがある。
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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、ムーディーズのウェブサイトに掲載さ
れている。
さらなる情報については、「格付記号と定義」を参照されたい。
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