
【重要】この表に掲げる旧格付手法は、既に撤廃及び/もしくは更新されており、信用格付の決定もしくはモニタリングにあたって使用されていない。

格付手法URL
カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ 　2021年7月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法 2022年2月
総合テクノロジー企業 2018年9月
将来債権ABS の格付手法 2020年7月
証券化商品のデータ・クォリティー 評価に対するグローバル・アプローチ 2021年3月
ラージローン及びシングルアセット/シングルボロワー型CMBS に対するムーディーズの格付手法  
2020年11月
MILAN の枠組みを利用したRMBS に対する格付手法 2021年1月
保険会社への証券格付の付与 2018年6月
小売業界の格付手法 2018年5月
アルコール飲料会社の格付手法 2020年3月
旅客鉄道・バス会社 2021年1月
カバード・ボンドの格付に対するムーディーズのアプローチ 2021年10月
鉄鋼業界 2017年10月
短期格付 2019年5月
製薬業界のグローバル格付手法  2017年7月
法人・消費者向けサービス業界のグローバル格付手法  2016年11月
環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則  2021年7月
カバード・ボンドの格付に対するムーディーズのアプローチ 2020年11月
生命保険会社の格付手法 2019年11月
損害保険会社の格付手法 2019年11月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABS の格付手法 2020年12月
消費者ローン債権ABS の格付手法 2020年7月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付手法 2021年2月
製造業界の格付手法 2020年3月
半導体業界の格付手法 2021年1月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバル格付手法 2020年5月
独立系探鉱・生産業界 2017年11月
保証がない場合の関係会社からのサポートに関する評価 2010年9月
石油精製・販売業界 2016年12月
REITおよびその他の不動産会社の格付手法 2018年9月
カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ 2020年9月
海運会社の格付手法 2020年12月
銀行格付手法 2021年3月
環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則 2021年4月
自動車業界の格付手法 2017年7月
ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法 2020年6月
自動車部品メーカー格付手法 2020年2月
環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則 2021年1月
事業会社の分析における財務諸表の調整 2018年9月
銀行格付手法 2019年11月
証券化商品のデータ・クォリティー 評価に対するグローバル・アプローチ 2016年4月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付手法 2020年7月
カントリー・シーリングの格付手法 2019年11月
世界の旅客鉄道会社 2017年8月
半導体業界 2018年8月
環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則 2019年2月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法 2020年5月

ムーディーズ・ジャパンの一部の過去のプレス・リリースにおいて
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格付手法URL
海運会社の格付手法 2018年1月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABS の格付手法　2020年9月
ラージローン及びシングルアセット/シングルボロワー型CMBSに対するムーディーズの格付手法　2020年6月
カバード・ボンドの格付に対するムーディーズのアプローチ 2020年6月
カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ　2019年4月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABSの格付手法　2020年5月
将来債権ABSの格付分析手法　2015年7月
消費者ローン債権ABS の格付手法　2019年4月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付手法　2020年5月
アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ　2017年9月
クレジットカード債権を裏付けとした証券の格付手法 2019年9月
クレジット・テナント・リース・ファイナンスおよび類似リース・ファイナンスの格付に対するムーディーズ

のアプローチ　2018年11月
リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法　2019年3月
カバード・ボンドの格付に対するムーディーズのアプローチ　2019年2月
ムーディーズの証券化商品のカウンター・パーティリスク評価手法　2019年11月
ラージローン及びシングルアセット/シングルボロワー型CMBS に対するムーディーズの格付手法　2017年8月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバル格付手法　2019年7月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABSの格付分析手法　2019年4月
CSO（コーポレート・シンセティックCDO）に対するムーディーズの格付手法　2019年7月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付分析手法　2019年4月
MILAN の枠組みを利用したRMBSに対する格付手法　2019年7月
格付対象案件におけるクレジット・エスティメートの使用に対するアプローチのアップデート　2010年9月
製造業界のグローバル格付手法　2017年8月
アルコール飲料会社の格付手法　2019年12月
たばこ業界のグローバル格付手法　2017年2月
加工消費財業界のグローバル格付手法　2017年2月
政府系発行体 2018年6月
自動車部品メーカーのグローバル格付手法　2016年6月
アルコール飲料会社のグローバル格付手法　2017年4月
ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法　2019年1月
損害保険会社の格付手法　2018年7月
生命保険会社の格付手法　2018年6月
自国・外国通貨建ての債券および 他の債務のカントリー・シーリング の格付手法 2019年7月
銀行格付手法　2018年8月
ファイナンス・カンパニー　2018年12月
証券業界のマーケットメーカー　2018年7月
可変約定債務の格付　2016年4月
クレジットカード債権を裏付けとした証券の格付手法　2017年8月
事業会社の金融子会社　2016年4月
MILAN の枠組みを利用したRMBS に対する格付手法　2019年6月
CSO（コーポレート・シンセティックCDO）に対するムーディーズの格付手法  2019年7月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバル格付手法　2019年4月
CSO（コーポレート・シンセティックCDO）に対するムーディーズの格付手法　2017年9月
自国通貨建て債券および他の債務のカントリー・シーリング　2017年4月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法　2019年4月
ソブリンの信用力はどのように他の格付に影響しうるか　2015年3月
短期格付　2018年7月
カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ　2018年11月
消費者ローン債権ABSの格付手法 2015年12月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付分析手法　　2016年10月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABSの格付分析手法 2016年1月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバル格付手法　2017年9月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法　2017年9月
化学業界の格付手法　2018年2月
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格付手法URL
リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法　2015年6月
SF CDO に対するムーディーズの格付手法　2017年6月
カバード・ボンドに対するムーディーズの格付手法  2018年12月
民間運営の有料道路　2017年11月
ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法  2018年11月
ファイナンス・カンパニーのグローバル格付手法  2017年1月
カバード・ボンドに対するムーディーズの格付手法  2018年9月
カウンターパーティ・インストルメント格付に対するムーディーズのアプローチ  2015年6月
ムーディーズの証券化商品のカウンターパーティ・リスク評価手法　　2017年7月
クレジット・テナント・リース・ファイナンスおよび類似リース・ファイナンスの格付に対するムーディーズ

のアプローチ　　2016年11月
ハイブリッド証券のエクイティクレジット　　2017年1月
REITおよびその他の不動産会社のグローバル格付手法　　2010年10月
事業会社の分析における財務諸表の調整　　2016年12月
総合テクノロジー企業の格付手法　　2017年8月
半導体業界の格付手法　　2017年12月
金融機関の分析における財務諸表の調整　　2017年6月
銀行格付手法　　2018年7月
投資持株会社およびコングロマリット　　2018年5月
「流動性リスク保険」の適切さの評価に関するムーディーズの手法　　2010年9月
ムーディーズのグローバル短期格付　　2015年12月
損害保険会社のグローバル格付手法　　2017年6月
証券業界のマーケットメーカー　　2017年9月
銀行格付手法　　2018年4月
生命保険会社のグローバル格付手法　　2016年5月
政府系発行体　　2017年8月
小売業界の格付手法　　2016年2月
銀行格付手法　　2017年9月
化学業界のグローバル格付手法 　2014年5月
地域・地方政府のグローバル格付手法 　2017年6月
海運会社のグローバル格付手法 　2014年4月
民間運営の有料道路　2014年9月
独立系探鉱・生産業界のグローバル格付手法　2012年7月
企業が発行する債券、優先株、ハイブリッド証券に対する最新のノッチング・ガイドライン概要　2010年9月
鉄鋼業界のグローバル格付手法　2012年11月
銀行格付手法　2016年2月
CSO（コーポレート・シンセティックCDO）に対するムーディーズの格付手法　2015年12月
アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ　2015年8月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法　2016年9月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバル格付手法 　2015年11月
証券業界のマーケットメーカー　2017年2月
世界の旅客鉄道会社　2013年4月
政府系発行体　2014年11月
クレジットカード債権を裏付けとした証券の格付手法 2015年7月
ラージローン及びシングルアセット/シングルボロワー型CMBSに対するムーディーズの格付手法　2015年11月
製造業界のグローバル格付手法　2014年8月
キャッシュフロー型証券化商品に おけるスワップ・カウンターパーティを評価するアプローチ   2015年3月
証券化商品のオペレーショナル・リスクに関するグローバル・ガイドライン　2015年5月
証券化案件におけるキャッシュの一時的使途に対するムーディーズのアプローチ：適格投資・口座銀行　2016
製薬業界のグローバル格付手法　2013年5月
世界の自動車業界  2011年8月
規制電力・ガス業界 　2014年2月
地域・地方政府のグローバル格付手法   2013年1月
SF CDOに対するムーディーズの格付手法　2016年10月
金融機関の分析における財務諸表の調整　　　2016年2月
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格付手法URL
損害保険会社のグローバル格付手法　　　2016年6月
信用代替アプローチに基づく取引の格付:信用状による信用補完、保険、保証付き債務　　　2015年12月
アルコール飲料会社のグローバル格付手法  2013年11月
世界の通信業界  2011年2月

自国通貨建て債券および他の債務のカントリー・シーリング　　　2015年1月
加工消費財業界のグローバル格付手法　　　2013年10月
清涼飲料会社のグローバル格付手法　　　2013年9月
証券業界のグローバル格付手法　　　2013年7月
たばこ業界のグローバル格付手法　　　2015年1月
ファイナンス・カンパニーのグローバル格付手法　　　2015年11月
石油精製・販売業界　　　2016年1月
自動車部品メーカーのグローバル格付手法　　　2013年8月
損害保険会社のグローバル格付手法　　　2016年2月
生命保険会社のグローバル格付手法　　　2016年2月
格付手法:アジアの家電業界　　　2011年1月
事業会社とその金融子会社の格付の関係　　　2012年6月
世界の小売業界　　　2011年8月
銀行格付手法　　　2015年3月
損害保険会社のグローバル格付手法　　　2015年1月
生命保険会社のグローバル格付手法　　　2015年1月
格付手法:世界の石油精製・販売業界　　　2010年10月
世界の建設業界　　　2011年9月
ファイナンス・カンパニーのグローバル格付手法　　　2012年3月
保険会社のハイブリッド証券および劣後債務の格付に関するムーディーズのガイドライン　　2010年9月
グローバル銀行格付手法　　2014年7月
世界のたばこ業界　　2011年4月
生命保険会社のグローバル格付手法　　2014年3月 
損害保険会社のグローバル格付手法　　2014年3月 
世界の建設業界 　2011年9月
政府系発行体に対する格付手法のアップデート　　2010年9月 
稼働中の有料道路の格付手法　　2014年1月
世界の製造業界　　　2010年12月
世界の重機械業界　　2010年10月 
グローバル銀行格付手法 　2013年6月
格付手法：世界の化学業界 2010年9月
世界の海運業界　2010年9月
生命保険会社の格付に用いるグローバル格付手法 　2010年9月
損害保険会社の格付に用いるグローバル格付手法 　2010年9月
規制電力・ガス業界 　2010年9月
世界のたばこ業界　　2010年9月
アジアの家電業界　　　2010年9月
独立系炭鉱・生産業界　　　2010年10月
世界の製薬業界　　　2010年9月
世界の自動車部品メーカー　　　2010年9月
世界の加工消費財業界　　　2010年9月
加工消費財業界のグローバル格付手法　　　2013年1月
世界のアルコール飲料会社の格付手法　　　2010年9月
世界の鉄鋼業界   2010年9月
世界の旅客鉄道会社　　　2010年9月
地域・地方政府への複合デフォルト分析の適用　　　2010年9月
米国外の地域・地方政府　　　2010年9月
世界の製造業界　　　2010年9月
世界の通信業界　　　2010年9月
世界の自動車業界　　　2010年9月
世界の建設業界    2010年9月
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格付手法URL
ムーディーズのグローバル銀行格付手法(統合版）　　2012年7月
ムーディーズの銀行格付手法への複合デフォルト分析の適用：修正格付手法　　　2010年9月
ムーディーズの銀行格付手法への複合デフォルト分析の適用：グローバル格付手法　　　2012年4月
銀行財務格付：グローバル格付手法　　　　　　2010年9月
証券業界のグローバル格付手法　　　2010年9月
世界の小売業界　　2010年9月
ファイナンス・カンパニーの信用リスク分析　　　2010年9月
ハイブリッド証券のエクイティクレジット　　　2015年3月
事業会社の分析における財務諸表の調整　　　2015年12月
ディストレスド・エクスチェンジの評価に対するムーディーズのアプローチ　　　2010年9月
可変約定債務の格付　　　2016年1月
金融機関の分析における財務諸表の調整　　　2015年7月
可変約定債務の格付　　　2014年6月
事業会社の分析における財務諸表の調整　　　2015年6月
信用代替アプローチに基づく取引の格付:信用状による信用補完、保険、保証付き債務　　　2015年3月
ムーディーズのグローバル短期格付　　　2015年3月
事業会社の財務諸表分析におけるムーディーズの標準的調整アプローチ　　　2011年3月
ソブリンの信用力はどのように他の格付に影響しうるか　　　2012年2月
ムーディーズのハイブリッド証券のツール・キットに対する変更　　　2013年9月
投機的等級の事業会社のハイブリッド証券の負債または株式としての取り扱い　　　2013年10月
金融機関の分析における財務諸表 調整手法　　　2014年3月
ムーディーズのグローバル・スケール短期格付　　　2012年12月
信用代替アプローチに基づく取引の格付:信用状による信用補完、保険、保証付き債務　　　2014年12月
自国通貨建て債券および他の債務のカントリー・シーリング　　　2013年10月
可変約定債務の格付　　2013年8月
銀行、証券会社、ファイナンス会社の財務諸表に対するムーディーズの 
標準的調整手法－グローバルな一貫性を高めるために施す標準的な調整手法　　　2010年9月
短期「プライム」格付　　　2010年9月
銀行のハイブリッド証券および劣後債務の格付に関するムーディーズのガイドライン　　　2010年9月
事業会社の財務諸表分析におけるムーディーズの標準的調整アプローチ 第一部： 
米国・カナダの企業会計基準を採用する発行体の国際比較のための標準的調整　　　2010年9月
事業会社の財務諸表分析におけるムーディーズの標準的アプローチ 第二部： 国際財務報告基準(IFRS) 
を採用する発行体の国際比較のための標準的調整　　　2010年9月
事業会社の財務諸表分析におけるムーディーズの標準的調整アプローチ 第三部： 
日本の企業会計基準を採用する発行体の国際比較のための標準的調整　　　2010年9月
信用リスクにさらされた投資適格等級の発行体の格付の変更　　2010年9月
商業用不動産ファイナンス:クレジット・テナント・リース・ファイナンスの格付に対するムーディーズのアプ

ローチ　　　2015年6月
SF CDOに対するムーディーズの格付手法　　　2015年8月
MILANの枠組みを利用したRMBSに対する格付手法　　　2015年1月
設備リース/ローン債権を裏付けとするABSの格付分析手法　　　2014年3月
オートローン/リース債権ABSのグローバル格付分析手法　　　2015年3月
CSO(コーポレート・シンセティックCDO)に対するムーディーズ格付手法　　　2015年6月
消費者ローン債権ABSの格付手法　　　2014年10月
リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法　　　2015年2月
中小企業バランスシート証券化取引に対するムーディーズのグローバルな格付手法　　　2014年5月
日本のCMBSに対するムーディーズの格付手法(2010年6月)(改訂版)　　　2010年9月
アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ　　　2015年3月
クレジットカード債権を裏付けとした証券の格付手法　　　2015年3月
将来債権ABSの格付分析手法　　　2015年3月
リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法　　　2015年2月
CSO(コーポレート・シンセティックCDO)に対するムーディーズ格付手法　　　2013年12月
オートローン債権ABSの格付分析手法　　　2013年6月
クレジットカード債権を裏付けとした証券の格付手法　　　2014年10月
アセット・バック・コマーシャル・ペーパーに対するムーディーズの格付アプローチ　　　2014年6月
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**"DISCLAIMER" 次頁をご覧ください。
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る「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にアクセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、

貴殿が「ホールセール顧客」であること又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人が、

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

ります。ムーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又は個人投資家が取得可能なその他の形式

の証券について意見を述べるものではありません。

日本専用の追加条項：ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「MJKK」といいます。）は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（MCOの完全子会社であ

るMoody's Overseas Holdings Inc.の完全子会社）の完全子会社である信用格付会社です。また、ムーディーズSFジャパン株式会社（以下「MSFJ」といいま

す。）は、MJKKの完全子会社である信用格付会社です。MSFJは、全米で認知された統計的格付機関（以下「NRSRO」といいます。）ではありません。したがっ

て、MSFJの信用格付は、NRSROではない者により付与された「NRSROではない信用格付」であり、それゆえ、MSFJの信用格付の対象となる債務は、米国法

の下で一定の取扱を受けるための要件を満たしていません。MJKK及びMSFJは日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、登録番号はそれぞれ金融

庁長官（格付）第2号及び第3号です。

MJKK又はMSFJ（のうち該当する方）は、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及びCPを含みます。）及び優先株式の発行者の大部

分が、MJKK又はMSFJ（のうち該当する方）が行う信用格付意見・サービスに対して、信用格付の付与に先立ち、10万0,000円から約5億5,000万円の手数料

をMJKK又はMSFJ（のうち該当する方）に支払うことに同意していることを、ここに開示します。

MJKK及びMSFJは、日本の規制上の要請を満たすための方針及び手続も整備しています。
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