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ムーディーズは、2010 年 9 月に発行した規制電力・ガス業界の格付手法を精
緻化するための一連の提案に関して、市場からのフィードバックを求めている。
精緻化後の格付手法は従来通り、規制リスクと財務パフォーマンスに重点を置き、
4 つの主要格付要因（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）に焦点を当てたものとなる。一方で、各要因のスコアの詳細化と新たな
サブ要因の追加を行うとともに、マッピング表の推定格付を決定する際の財務指
標の相対的なウエイトを引き上げる。ムーディーズは、本格付手法の精緻化に
伴う格付変更は生じないと考えている。
また、ムーディーズは、米国の公益企業に対する規制の枠組みが信用力を支える
度合いについてのムーディーズの見方の変化についても、意見を募集する。トレ
ンドおよびクレジットイベントの観察結果に基づき、ムーディーズは、米国の公益
企業を取り巻く規制環境が信用力に対して全般的により支援的であるとする見方
をとることを提案する。この見方の変更は、自動的なコスト回収規定の広がり、規
制上のタイムラグの短縮、公益企業と規制当局の間の全般的に公正かつオープ
ンな関係を含む、規制トレンドの改善を考慮に入れたものである。米国の州の規
制環境は、他の一部の国々よりも明らかに非支援的なプロセスにより特徴付けら
れていたが、規制の最終的な結果が、確立された枠組みから乖離し、公益企業の
信用力を深刻に引き下げるような事例は非常に稀であった。一貫性を欠く規制上
の決定が信用力を深刻に圧迫した少数の事例では、裁判所が、規制上の決定が
確立された規制の枠組みに従って下されることを義務付ける規定を通じて、公益
企業の信用力に対して、信頼性ある補助的な支援を提供していた。
This Moody’s Japan Request for Comment is based on Moody’s Investors Service’s Request for Comment titled
“Proposed Refinements to the Regulated Utilities Rating Methodology and our Evolving View of US Utility
Regulation, (September 23, 2013).” The Request for Comment described in the Moody’s Investors Service report was
adopted by Moody’s Japan on October 4, 2013.
ムーディーズ・ジャパン株式会社
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ムーディーズが、規制環境およびコストの適時回収が多くの場合において従来考えていたより
も信頼性があるとの見方に変更することにより、一部の例外はあるが、米国の多くの規制公益
企業の格付は 1 ノッチ引き上げられるとみられる。この見方は、概要の項に示した格付手法の
変更案とは独立したもので、格付手法が変更されなかったとしても、別途導入される。
米国の規制に対する見方の変更自体は本来は意見募集の実施を必要としないが、（両者が
無関係であるにも関わらず）格付手法の変更案とのタイミングが近く、また、現行の格付手法
でも変更後の格付手法でも規制要因が格付に占めるウエイトが大きく影響を受ける可能性の
ある米国の公益企業が多数にのぼり、セクターの債務残高の規模も大きいことから、本稿にお
いてムーディーズの見方を明確に伝え、関心ある市場参加者からの意見を募ることが重要で
あると考える。
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ムーディーズは、市場参加者からの、本提案への意見およびその他検討を要する提案を
2013 年 10 月 23 日まで募集する。市場参加者は、www.moodys.com の Requests for
Comment ページにある意見募集フォーム(Request for Comment Form)を使用し、コメントを寄
せ られ たい 。格 付 手法 の精 緻 化に 関 する コ メン トは回 答 欄に "Part I: Regulated Utility
Methodology"（パート I: 規制公益企業の格付手法）、米国の公益企業を対象とした規制に関
するムーディーズの考察についてのコメントは"Part II: US Utility Regulation"（パート II: 米国
の公益企業に対する規制）と明記されたい。

概要

パート I: 規制電力・ガス業界の格付手法: 追加サブ要因と要因ウエイトの変更
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»

格付手法を精緻化し、規制公益企業間の違いをより鮮明にするため、要因 1「規制の枠
組み」と要因 2「コスト回収および収益確保能力」にサブ要因を追加することを提案する。
追加サブ要因は 1a「規制の枠組みを支える立法・司法体系 （ウエイトは 12.5%）」 、1b「規
制の一貫性と予測可能性 (12.5%)」、2a「営業コスト・資本コスト回収の適時性 (12.5%)」、
2b「料金とリターンの充足度 (12.5%)」である。精緻化後の格付手法マッピング表の基本
案を付録 A に掲載し、新たなサブ要因を示した。

»

要因 3 「分散」を精緻化し、規制面の分散とサービス地域の経済の強さをこれまでよりも
重視し、サブ要因「市場地位」のスコアリングにおける主要考慮事項と位置付ける。また、
サブ要因「発電設備および燃料の分散」については、炭素燃料に注目する方法から、より
広いコンセプトである「危機的」ならびに「廃止予定」施設に注目する方法に変更する（定
義は付録 B に掲載）。

»

各要因のスコアのレンジを Aaa～B から Caa までに拡大した。格付が低い発行体に関す
るムーディーズの見解の透明性を高めることが目的である。

»

現行の格付手法で 10%のウエイトを占めているサブ要因「流動性」をマッピング表から完
全に除去し、格付マッピング表には含まれない主要な考慮事項として分析することとした。
ただし、公益企業の流動性管理に誤りや問題があれば、極めて重要な考慮事項となるた
め、格付ドライバーとして流動性は今後も重視する。

»

要因 4「財務力」に含まれる 4 つの主要財務指標の総合ウエイトを 30%から 40%に引き
上げるが、指標は従来通りである。2 つのキャッシュフロー/有利子負債レシオ（運転資本
調整前 CFO/有利子負債と運転資本調整前 CFO-配当/有利子負債）のウエイトをそれぞ
れ 7.5%から 15%、7.5%から 10%へ引き上げ、他の指標のウエイトはこれまで通り 7.5%に
据え置く。上述したようにスコアリングの範囲を拡大したため、各格付カテゴリーの指標は
マッピングの下位に位置する企業を中心に若干変更されている。

»

マッピング表および財務指標のレンジは主に、垂直統合型の公益企業を対象としている。
事業リスクが低いとみられる一部の公益企業については、財務指標のレンジを約 1 カテ
ゴリー分引き下げることを検討している。例えば、米国の多くの地域ガス供給会社(LDC)、
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米国の一部の送配電企業（T&D、発電を行ってはおらず顧客への供給責任を負ってい
る）である。ここでの目的は、現在の格付に反映されているムーディーズの見方と格付マッ
ピング表の整合性を高めることにあり、財務指標が幾分低くても固有の事業リスクが低い
公益企業が同一格付カテゴリーに区分される。一方、事業リスクは異なる形で反映される
ことがある。例えば、定性要因のマッピング表に広く織り込まれるなどである。通常、リスク
の低い公益企業は発電設備を保有しておらず、コモディティリスクから非常に強力に隔離
されており、量に関するリスクからも保護されており、設備投資の必要性は極めて限定的
で、暴風雨・大規模事故・自然災害へのエクスポージャーが低い。
また、格付手法の精緻化についての追加事項は次の通りである。
ムーディーズの現在の慣例に従って、公益企業の持ち株会社の実際の格付は、構造的
劣後を要因として 1 ノッチ以上低い水準とされることがあり、ムーディーズは、透明性を高
めるべく、このノッチングを格付手法に示唆される格付に含めることを検討している。ムー
ディーズのアプローチでは、事業子会社の債務に対する、持ち株会社の債務の比率、持
ち株会社のキャッシュフローの分散度、非公益事業の構成および重要性、その他の点を
考慮してきており、今後も考慮する。

»

また、ムーディーズは債務クラス間のノッチングに関する従来のアプローチを維持すること
を提案する。大半の地域における規制公益企業に対しては、シニア担保債務をシニア無
担保債務より 1 ノッチ高くするといった標準的なノッチング・アプローチを採用している。た
だし、米国の第一順位抵当権付き債券については、重要なインフラ資産に対する先取特
権、ならびにデフォルト時の回収率が非常に高い点を考慮し、通常、2 ノッチ引き上げる。
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»

格付手法案のマッピング表には、現行の格付手法と同じ 4 つの要因が含まれるが、サブ要因
とそのウエイトは変更する。規制の枠組み、およびコスト回収と収益確保能力に関する 4 つの
新たなサブ要因は、規制リスクの指標としてほぼ等しい割合で同様に影響を与えると考えてい
るため、ウエイトを同じとする。これらの 4 つのサブ要因は合計すると、依然として格付マッピン
グ表スコアの 50%を占める。これは、公益企業セクターの信用力においては、規制環境が最
も重要な決定要因であり、信用力に最も関係のある要素の過半を占めるとのムーディーズの
見方を反映したものである。

また、格付手法案のマッピング表は、現行格付手法と同じ 4 つの財務指標を用いるが、ウエイ
トは若干変更する。有利子負債に対するキャッシュフローの比率を示す従来の 2 指標につい
ては、現在の債務履行能力を直接示す最強の指標とムーディーズは考えているため、ウエイ
トを引き上げる。運転資本調整前 CFO/有利子負債比率に対する 15%のウエイト案は、同指
標が予測を示す最も重要な財務指標であり、それに次いで（運転資本調整前 CFO-配当）/有
利子負債比率（ウエイト 10%）も重要であるとの見方を反映したものである。これらの指標のウ
エイトを引き上げる一方、現行のマッピング表に含まれるサブ要因である流動性（ウエイト 10%）
を除去する。格付マッピング表から流動性を除去し、流動性については格付マッピング表外
の定性評価として考慮する。これは、その信用上の重要性は時期によっても発行体によって
も大きく異なるため、格付マッピング表上の固定ウエイトでは十分に評価されないためである。
分散に関する格付マッピング表上の指標のウエイトは変更しないが、事業の分散度よりも、各
公益企業のサービス地域の経済および規制の多様性により重点を置くことにより、信用リスク
評価の精度が高まると考えたため、そのように精緻化した。
概要でも述べたように、今回の精緻化に伴う格付変更は生じないとみている。

パート II:米国の公益企業規制に対する見方の変更
»
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世界の国々の規制の信用力に対する支援的性格についてのムーディーズの見方は、ク
レジットイベントに伴って常に変化している。多くの場合、ムーディーズは単純に見方をア
ップデートし、同時に、それに伴う格付変更を行う。しかし、米国の公益企業の数および
格付対象債務の規模、ムーディーズの見方の変化の大きさを勘案し、米国の規制環境に
対してより良好な見方をとる根拠について、意見募集を行う。米国の規制は多くの地域に
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おいて、次第に信用力を支える性格を強めてきており、それに対して、格付に織り込まれ
ている米国の規制環境の評価は過度に保守的となっているとみられる。
ムーディーズは従来、米国の公益企業に対する各州の規制リスクは全般的に他の先進
国（規制が通常、国レベルで行われている国）と比べて高いとみていたが、米国における
規制リスクは全般的に低下してきたとムーディーズはみている。州の規制当局では注目
度の高い訴訟や、規制の一貫性に関する懸念を示す国の規制の枠組みよりも厳しい政
治的介入の傾向がみられるが、ムーディーズは現在、米国におけるよりオープンな議論
のプロセスが、信用力に影響を与える大幅に信頼性の低い規制につながるとは考えてい
ない。

»

近年、多数の良好な規制上の変更があった。例えば、米国における料金調整メカニズム
（riders、trackers と称される）、その他の自動コスト回収規定の広がりによって、公益企業お
けるコストの発生から回収までの時間、あるいは「規制上のタイムラグ」が短縮された。こう
した変化は地域ごと、発行体ごとに徐々に増加してきている。これらは全体的にみて、コ
スト回収の適時性を大幅に高めているとムーディーズは考えている。

»

米国の公益企業の多くは規制当局と相対的に公正でオープンな関係を維持しており、規
制当局の多くは、州内の公益企業の商業・産業・住宅用顧客の需要を考慮しつつ、信頼
性があり財務力もある公益企業を維持すべく努力しているとムーディーズは考えている。
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»
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»

カリフォルニア州、イリノイ州、メリーランド州等の一部の州では、規制・政策上の圧力によ
り公益企業が財務難に陥った事例も一部あった。しかし、カリフォルニア州において、同
州の 2 大公益企業のデフォルトにつながる規制措置が裁判所の判決により覆された後、
デフォルトが寸前で回避された事例は注目に値する。規制当局の決定はそれが最終的
に地域に与える影響を考慮して下されており、信用力に深刻な影響を及ぼしかねない極
めて一貫性の低い規制措置を阻むような、相対的に一貫した米国の枠組みをより重視す
ることを提案する。

»

ムーディーズの見方の変更のひとつとして、地域における枠組みを分析上重視する。過
去 10 年あまりにおける多数の訴訟事例は、支援的性格の弱い枠組みであることを示すも
のと考えることもできた。しかし、判例法の内容は、公益企業と規制当局の双方が関与す
る規則を大幅に明確化するものとなっており、ムーディーズは全般的に安定性が高まった
とみている。

»

ムーディーズは引き続き、米国の公益企業は、格付が同水準の事業会社と比較して破産
法の適用申請を行うインセンティブが強いと考えている。これは、倒産裁判所の保護下で、
事業再編を進め、料金に関する救済措置を得てきた実績があるためである。それでも、公
益企業は、事業会社よりデフォルト率が低く、デフォルト時損失率もはるかに低い。このこ
とは、規制公益企業の債務のデフォルトおよび回収率に関する調査報告にも十分に反映
されている。

»

規制電力・ガス会社格付手法における主要財務指標を、信用力を支える規制の枠組み
をもつ幾つかの先進国（カナダ、日本など）の電力・ガス会社の格付において比較すると、
米国の規制公益企業の財務指標は近年、格付が同水準の米国外の公益企業よりも相対
的に強固となっている。

»

いずれの規制の枠組みも、業界が直面する新たな現実および課題に対処する必要があ
るとムーディーズは認識している。米国におけるそうした課題の最近の例としては、新たな
原子力発電所の建設、再生可能エネルギーに関する公共政策イニシアチブ、分散発電
システムの登場などが挙げられる。しかし、規制当局と公益企業はこれらの課題について
妥当な合意に達することができるものとムーディーズは考えている。

»

前述の通り、規制環境に対するムーディーズの見方は常に変化しており、通常はそうした
見方の変化とそれに伴う格付変更については意見募集を実施していない。規制環境が
信用力を大きく支えていると考えていたが、その支援度合いが低下したとみられる例もあ
る。例えば、2011 年の福島第一原発事故発生後、ムーディーズは日本の全ての電力会
社について規制環境とコスト回収の適時性をより慎重に評価するようになった。それに伴
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って格下げを行い、格付マッピング表の規制環境およびコスト回収の要因のスコアも引き
下げた。
これらが、米国の公益企業に対する規制環境が改善しているとのムーディーズの見方を支え
る理由である。これにより、一部の例外を除き、米国の多くの規制公益企業の格付が 1 ノッチ
引き上げられるとみられる。米国の規制の枠組みに対する見方の改善は、米国の多くの公益
企業において、格付マッピング表上の要因である規制の枠組みおよびコスト回収規定に対す
るスコアの上昇にもつながるとみられる。
多くの場合、公益企業の資本構成上の全ての債務クラスが同じノッチ数だけ格上げされること
になると予想されるが、この一般的なルールには若干の例外もありうる。また、規制公益企業
子会社が持ち株会社の事業の大きな割合を占めており、かつ例外的状況がない限り、公益
企業の持ち株会社の多くは同じノッチ数だけ格上げされるであろう。そうした例外的状況とし
ては、持ち株会社が多額の債務を保有している場合、大規模な非規制事業およびその他のリ
スクの高い事業を展開している場合、その他、持ち株会社の信用リスクを高める要因がある場
合が挙げられる。
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米国の多くの規制公益企業が格上げされると予想されるが、発行体固有の状況により格上げ
されない場合もある。そうした状況には次が含まれる（ただしこれに限定されるわけではない）。
»

当該公益企業が、全体の事業構成に占める非規制対象事業あるいは他のハイリスクの事
業が大きいグループの一部である場合

»

レバレッジの高い持ち株会社、複雑な組織構造、格付の低い関連会社の存在によって影
響を受ける可能性などのグループにおける事情

»

新たな発電所建設の大規模計画がある（特に長期間にわたる計画や、技術の十分な検
証がなされていない場合）、またはその他の大規模な設備投資計画を実行中である場合

»

コスト回収に関するリスクが高い、または大規模な設備投資に関する課題に直面する公
益企業

»

集中リスクあるいはイベントリスクの影響を受ける可能性があり、信用プロファイルが突如、
予想外に変化する可能性がある公益企業

»

信用力が下方圧力にさらされている公益企業、特にそれが格下げ方向での見直しやネ
ガティブの格付見通しに反映されている場合

パート I: 規制電力・ガス業界の格付手法の精緻化案の詳細

本稿には、多くのケースで、規制電力・ガス業界における信用プロファイルの推定に用いるこ
とのできる参照ツールとなる詳細な格付マッピング表が含まれている。マッピング表は、規制
電力・ガス会社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、格付で考慮される全ての事項を含んでいるわけではない。マッピング
表に示された各要因のウエイトは、格付の決定における重要性を近似値として表したものだが、
実際の重要性は大きく異なる場合がある。また、本稿のマッピング例では過去の業績を用い
ているが、実際の格付は将来の見通しに基づいている。そのため、各社のマッピング表に基
づく格付は、ほとんどの場合、実際の格付とは一致しない。
本格付手法は、規制電力・ガス業界の格付に重要とムーディーズのアナリストが考える全ての
要因を網羅的に議論することを意図したものではない。このセクターの格付分析では、全ての
業種に共通する要因（株主構成、経営陣、流動性、企業組織の法的構造、コーポレートガバ
ナンス、カントリーリスクなど）や、特定の企業において重要となりうる要因も考慮するが、本稿
ではこれらの要因の詳細な説明は行わない。ムーディーズの格付には、マッピング表に明確
に示すことのできない定性的な要因や考慮事項が織り込まれる。本格付手法で用いるマッピ
ング表は、それにより推定される格付が実際の格付により近くなるような複雑性の高いものとは
しておらず、重要な要因をより簡潔かつ透明な形で示すものとした。
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要因 1 「規制の枠組み」と要因 2 「コスト回収と収益確保能力」の追加サブ要因
格付手法を精緻化し、規制公益企業間の違いをより鮮明にするため、要因 1「規制の枠組み」
と要因 2「コスト回収および収益確保能力」にサブ要因を追加した。現行の格付手法では、要
因 1 と要因 2 のマッピング表におけるウエイトが 25%と比較的高く、電力・ガス業界を対象とし
た規制の変化やコスト回収に関する規定が分かりやすく反映されていない。各要因をそれぞ
れ 2 つのサブ要因に分けることで、規制のわずかな相違あるいはコスト回収に関する規定を
より正確に反映し、伝えることができる。追加サブ要因は 1a「規制の枠組みを支える立法・司
法体系（ウエイト 12.5%）」、1b「規制の一貫性と予測可能性(12.5%)」、2a「営業コスト・資本コス
ト回収の適時性(12.5%)」、2b「料金とリターンの充足度(12.5%)」である。追加サブ要因の概要
は付録 A に掲載した。
要因 1 - 規制の枠組み

サブ要因 1a - 規制の枠組みを支える立法・司法体系（ウエイト 12.5%）
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このサブ要因では、公益企業を対象とした法律、条令、規則の範囲、明晰さ、透明性、 支援
的性格、緻密性を検討する。また、料金設定などの事項に関する規制当局の権限の度合い、
司法機関あるいは他の独立機関の係争仲裁の際の中立性、当該企業の独占度が高いか、
それともカーブアウトの動きが広がっているかを考慮する。さらに、枠組みの完成度（法規制の
具体性ならびに検証の度合い）、将来の料金設定の助けとなる規制当局や司法機関の前例
がどの程度あるかも重視する。最後に、公益企業が規制の枠組みにどの程度巧みに対応し
ているか（枠組み形成に影響を与え、またそれに適応する能力）を考察する。このサブ要因を
追加することで、規制の枠組みにおいて司法制度が大きな役割を果たしていることも明らかに
する。
サブ要因 1b - 規制の一貫性と予測可能性(12.5%)

このサブ要因では、一貫性、予測可能性、支援的性格の観点から、規制当局の判断の実績
を考慮する。規制プロセスにおける企業の意思疎通、ならびに公益セクター全体に対する規
制当局のスタンスを評価する。このサブ要因のスコアリングでは、規制当局、政治家、法律家
のコメントよりもアクションを主に評価する。ただし、コメントが将来のアクションを示唆している
場合にはそれに注目する。比較的オープンな規制プロセスによって促された政治的レトリック
と、将来のアクションや意思決定の方向性を明確に示唆する発言の相違に着目する。
要因 2 - コスト回収および収益確保能力

サブ要因 2a - 営業コスト・資本コスト回収の適時性 (12.5%)

このサブ要因を検討する際の基準としては、事業コストに関する規定と回収メカニズム、料金
改定を申請する必要なく事業費用と設備投資を定期的に料金に反映させるメカニズム （規制
料金、料金調整メカニズム、建設に伴い定期的に料金を調整する能力）、基本料金の設定プ
ロセスと実施時期（完全に規制当局の監督下にあり、通常は公益企業、ステークホルダー、利
益団体などの証言を含む公式文書に示される）などがある。適時性に関する公益企業と規制
当局の実績にも注目する。例えば、規制料金計画はポジティブだが 、実施するまでに長期に
わたる検討が必要な場合には、公益企業にとっては不利である。また、建設投資費用が生じ
てからこれを回収あるいは収益を実現するまでのタイムラグを測定、もしくは少なくとも推定す
る。
サブ要因 2b - 料金とリターンの充足度 (12.5%)

このサブ要因を検討する基準としては、コストの完全な回収および適正な投資リターンを確実
にする法的保護、適正なリターンを決める規制メカニズム、コスト回収とリターン確保の実績な
どである。料金改定の結果を検討し、 当該企業が提出した料金要請、当該企業における過
去の料金改定、類似企業グループに適用された直近の料金改定と比較する。コストあるいは
投資を規制当局が認めない場合については、財務への影響度と不認可の理由に注目し、将
来的にも不認可となる可能性を判断する。

6

OCTOBER 4, 2013

意見募集：規制電力・ガス業界に対する格付手法の精緻化案、および米国の規制制度に関するムーディーズの見方の変更

INFRASTRUCTURE

要因 3 「分散」の精緻化と広範化
サブ要因 3a - 市場地位（5%または 0%）

サービス地域の経済的分散度と規制制度の分散度に注目し、サブ要因「市場地位」の精緻
化を行う。また、複数の地域で大規模に事業を展開している例では、事業の分散度（規制電
力、ガス、水、蒸気など）も考慮する。経済的分散度は、サービス地域とその地域の GDP およ
び雇用をけん引する企業の規模と範囲に左右される。規制体制の分散については、規制当
局の数、および各規制当局の監督下にある収益・資産の比率を注視する。大規模な発電能
力を有する垂直統合型の発行体の場合、このサブ要因のウエイトは従来通り 5%、発電規模
が小さい 電力・送電会社と地域ガス供給会社は 10%とする。
サブ要因 3b - 発電設備および燃料の分散（0%または 5%）
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このサブ要因では、炭素燃料のみに注目する方法に代わり、より広いコンセプトである「危機
的」ならびに「廃止予定」施設を取り入れた。発行体が使用する発電燃料の種類と重要な電
力購入契約、価格の変化に応じて発電燃料と電力購入を経済効率よく変更できる発行体の
能力、公益企業と顧客がコモディティ価格の変化にどの程度影響されるか（あるいはその影
響から隔離されているか）の度合いを引き続き検討するとともに、上述した「危機的」あるいは
「廃止予定」施設へのエクスポージャーも考慮する。 これまで通り、大規模な発電能力を有す
る発行体のウエイトは 5%、発電能力を持たない発行体は 0%とする。「危機的」および 「廃止
予定」燃料資源の定義は付録 B に記載した。

流動性はマッピング表外の重要な考慮事項として分析

現行格付手法に含めているサブ要因「流動性」（ウエイトは 10%）はマッピング表から完全に
除外し、マッピング表外の重要な考慮事項として分析する。しかし、公益企業の流動性管理
に誤りや問題があれば、極めて重要な考慮事項となるため、格付ドライバーとして流動性は今
後も重視する。多額の設備投資や配当によってフリー・キャッシュフローが赤字になる傾向が
高い業界では、流動性は特に重要である。
公益企業の流動性についてのファンダメンタルな分析は、格付手法の精緻化案でも変更は
ない。ムーディーズの業績見通しを用い、予想されるキャッシュの源泉（営業キャッシュフロー、
手元現金、現行の複数年の信用枠）を設備投資計画、配当、短期・長期債務の満期、ムーデ
ィーズが予想する財務ヘッジに必要な流動性需要と比較して評価する。分析では、資本市場
へのアクセス、信用枠の拡大、信用枠の更新、設備投資計画の縮小、減配はないと想定する。

マッピング表を「Caa」カテゴリーまで拡大

各要因のスコアのレンジを現行の Aaa～B から Caa までに拡大する。格付が低い発行体に関
するスコアリングに関するムーディーズの見解の透明性を高めることが目的である。公益企業
の大半は投資適格級であるため、Caa が付与される例はほとんどないと考えられるが、新興市
場の一部の規制公益企業、あるいは財務状況が極端に悪化している企業のマッピング表上
の格付は低くなる。付録 A の更新したサブ要因の概要に示したように、Caa カテゴリーに入る
のは極めて非支援的な規制の枠組み、問題が多いか、不透明性の高い コスト回収規定、分
散がほとんどあるいは全く進んでいない、財務指標が極めて脆弱な公益企業である。Caa カ
テゴリーをマッピング表に含めることで、精緻化が進むとともに低位にある企業間の相違を区
別しやすくなる。

4 つの主要財務指標のウエイトを 30%から 40%に引き上げ
要因 4「財務力」に含まれる 4 つの財務指標に変更はないが、総合ウエイトを 30%から 40%
に引き上げる。財務指標には引き続きムーディーズの標準的調整を加味し、場合によっては
特定の発行体に対するアナリストの調整を考慮する。
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更新後の格付手法では、2 種類のキャッシュフロー対有利子負債比率のウエイトを引き上げ、
ムーディーズの財務分析ならびに信用格付の議論における重要性をより鮮明に反映させる。
ほとんどの場合、各スコアリング・カテゴリーの財務指標に変更はないが、マッピング表で下位
の企業については、上述した「Caa」カテゴリーの追加を考慮して、若干の調整を施した。
4 つの財務指標と変更後ウエイトは以下の通りである。
»

（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% （現行は 7.5%）*

»

（運転資本調整前 CFO - 配当） / 有利子負債:12.5% （現行は 7.5%）*

»

有利子負債 / キャピタリゼーションまたは有利子負債 / 規制事業資産 (RAV):7.5%*

d

* 格付手法の精緻化案において例を示す際には、財務指標の過去 3 年間の平均を用いる。しかし、マッピン
グ表の要因はさまざまな期間をとって評価することが可能であり、格付委員会では、過去の実績についても将
来の予測についてもさまざまな期間について検討することが有益と判断することがある。
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事業リスクに基づき財務指標のレンジが引き下げられることがある

本格付手法の適用対象となる様々な種類の公益企業は、事業リスクの度合いが異なる。垂直
統合型の公益企業は、発電を行っているため、一般的に事業リスクが高い。ムーディーズは、
発電は電力会社にとって最も事業リスクの高い要素とみている。発電所は電力会社のインフラ
の中で最も費用がかかり（資産集中リスクをも伴う）、建設においても稼動においても最もリスク
が高いうえ、その発生したコストが料金によって回収できない、あるいは回収が大幅に遅れるリ
スクもある。一方、事業リスクの低い公益企業もある。これは、通常、リスクを顧客に転嫁できる
度合いが高く、コモディティ価格変動の影響から非常に力強く隔離されており、量に関するリ
スクに対する十分な保護があり、設備投資の必要性が限定的で、暴風雨・大規模事故・自然
災害の影響が小さいためである。例えば、ムーディーズは、米国の地域ガス供給会社(LDC)
および米国の一定の送配電会社（T&D、発電は行っていないが顧客に対して通常一定の調
達責任を負っている）は、垂直統合型の公益企業より事業リスクが低いと考える傾向がある。

付録 A に示した要因 4 の財務指標を含むマッピング表は、基本的に垂直統合型の公益企業
向けのものである。ムーディーズは、米国の LDC や T&D を含む事業リスクの低い公益企業
については、財務指標の範囲をおおよそ 1 カテゴリー相当引き下げることを検討している。例
えば、インタレストカバレッジが 3.0-4.5 倍の範囲にある垂直統合型の公益企業のスコアは
Baa だが、事業リスクの低い公益企業では A となる。この目的は、格付マッピング表のスコアリ
ングを、事業リスクの低い公益企業については財務指標が幾分低くても同一の格付カテゴリ
ーに相応するという、現在の格付に反映されたムーディーズの見方に、より整合させることに
ある。一方、事業リスクは、格付マッピング表の定性要因に広く織り込むといったように、異なる
形で反映されることがある。T&D の場合は、垂直統合型の公益企業より大幅にリスクが低いと
はムーディーズはみていない。これは例えば、大規模な暴風雨にさらされるリスクの高まり、エ
ネルギー供給リスクにさらされうる規制の枠組み、必要な保守・更新のための多額の設備投資、
信頼性の低さまたはその他の課題に対する規制当局の監視が強まる可能性によるもので、こ
うした場合には垂直統合型の公益企業と同じ要因 4 のレンジを用いることがある。ムーディー
ズが大幅にリスクが低いとはみていない LDC についても同様で、例えば、高圧パイプや、高
コストの更新が必要な老朽化したシステムを保有している場合、コモディティコストがある程度
適時かつ完全に回収されない場合、量減少のリスクから十分に隔離されていない場合である。

構造的劣後に基づく持ち株会社のノッチダウンが格付マッピング表の調整項目に
含まれる可能性
通常、公益企業は持ち株会社が 1 社または複数の事業子会社を有する構造となっている。
持ち株会社のマッピング表上の格付は、事業子会社の債権者は、持ち株会社の債権者よりも、
事業子会社のキャッシュフローおよび資産に対するより直接的な請求権を持つのが一般的で
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あることによる「構造的劣後」を理由に、持ち株会社の格付は多くの場合、事業会社より低くな
る。持ち株会社を、事業会社であった場合より低い格付とするか否かを判断する際、ムーディ
ーズは、持ち株会社の債務と事業子会社の債務の比率、連結資産に占める事業会社債務の
割合、企業グループ内でのキャッシュの移動に関する規制上または実質的な制限、持ち株会
社のキャッシュフローの多様性、非公益事業の構成および重要性、その他の要因等を考慮す
る。構造的劣後は他の業界にも存在しうるが、事業子会社と持ち株会社の双方が債券を発行
する公益セクターでは顕著である。このリスクが格付に与える影響をより可視化するため、ムー
ディーズのノッチング慣行を格付マッピング表に示唆される格付に織り込むことを検討してい
る。

米公益企業の第一順位抵当権付き債券 :格付はシニア無担保債を 2 ノッチ上回る
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大半の地域では、公益企業の異なる債務クラス間の格付の関係は、他の投資適格等級の事
業会社セクターと同じく、シニア担保債の格付がシニア無担保債の格付より 1 ノッチ高い。特
定の地域に相対的に少数の投機的等級発行体が存在する場合には、デフォルト時損失に基
づく手法を適用する。ただし、現在の慣行では、米国の規制電力・ガス会社の第一順位抵当
権付き債券の格付は 2 ノッチ高い水準としており、格付手法の精緻化案はこうした格付の関
係には影響を与えない。
米国の第一順位抵当権付き債券の保有者は、公益サービスを提供するために使用される固
定資産（発電所、送電網、配電網、開閉所、ガス配給設備など）の大半に対する先取特権、
およびフランチャイズ契約での先取特権を有する。発行体ならびにこれがサービスを提供して
いる地域社会における資産の重要性からみて、デフォルト時の債権回収率が非常に高い第
一順位抵当権付き債券の格付を 2 ノッチ引き上げることは正当化できると考える。広範な担
保資産と破たん時の債権回収実績を重視するのが米国の特徴である。
2 ノッチ引き上げは、全ての第一順位抵当権付き債券に適用するわけではない。担保資産が
当該地域にとってさほど重要なインフラ設備ではない場合、あるいはカーブアウト、リーエン放
棄など債権者にとって不利な条件によりモーゲージの価値が大幅に毀損される場合などがそ
の例である。

パート II: 米国の公益企業規制に対するムーディーズの見方の変化の詳細
米国の公益企業規制に対するムーディーズの変化についての以下の議論は、ムーディーズ
の格付手法の変更ではなく、意見募集を実施する必要があるわけでもない。しかし、影響を受
ける米国の公益企業が多数にのぼり、同セクターの債務規模も大きいことから、ムーディーズ
は、本稿に含めてムーディーズの見方を広く伝え、関心のある向きから意見を募ることが重要
であると考えた。米国の公益企業規制に対する見方の変更は、格付手法の精緻化案とは独
立したもので、従来の格付手法でも、格付手法の精緻化案でも格付に与える影響は同じであ
る。

米国の規制環境は全般により信用力を支える方向に変化

近年、一部の国・地域の規制当局は規制公益企業に対して支援的となってきているとムーデ
ィーズは考えており、それが最も顕著なのが米国である。ムーディーズは従来、通常、州レベ
ルで規制が行われている米国の公益企業の規制リスクを、国レベルで規制が行われている他
の多くの先進国より高いとみていたが、この見方を大幅に変更することを検討している。ムー
ディーズは、米国における規制当局の支援度合いが高まっているとみており、それには料金
調整メカニズムの利用増加、適時の料金決定または料金に関する和解、インフラ投資と更新
の総合的アプローチなどが含まれる。
米国における料金調整メカニズムの利用増加、その他の自動的なコスト回収メカニズムにより、
コストの発生から回収までの時間、いわゆる「規制によるタイムラグ」が大幅に縮小した。こうし
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た変化は、地域ごとでも発行体ごとでも徐々に増加してきている。ムーディーズは現在、こうし
た変化が全体として、コスト回収を大幅に改善していると考えている。
図表 1

規制によるタイムラグの平均（月数）
Months
15
14
13
12
11
10
9
8
7
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出所: SNL Financial/Edison Electric Institute

d

6

また、米国の公益企業の多くは、規制当局と比較的公正でオープンな関係にあり、多くの規
制当局は、州内の商業・産業・住宅用顧客のニーズとのバランスを図りつつ、州内の信頼性
があり財務力のある公益企業を維持しようとしている。ムーディーズは、セクターの多くにとっ
て高度の規制上の支援が継続するとみている。これは天然ガスの価格が低水準にあるため、
公益企業、規制当局、顧客の間の関係を良好に維持しやすいためである。規制公益企業に
とって最も重要な費用である燃料費が低水準にあることで、基本料金の引き上げやその他の
コスト回収メカニズムを、規制当局にとっては承認しやすく、公益企業にとっては導入しやすく
なる経済的な柔軟性が高まっている。
州における規制はより深刻な紛争や対立する利害を反映したものとなる可能性があるが、地
域のビジネスモデルは有効な顧客拡大努力に適したものとなっている。公益企業は地域コミ
ュニティの生活に重要な貢献をしており、通常は最大の公開企業かつ地域最大の雇用主で
あり、州・地方政府にとっても固定資産税の最大の収入源である。

ROE は低下しているが、30 年物国債の過去平均と比較すれば良好な水準にとどまっており、
また、ROE は公益企業の過去の加重平均資本コストに沿って推移している。しかし、国債金
利は 2013 年に上昇し始めているため、米国の公益企業の ROE の水準はそれと同時あるい
は適時には上昇せず、今後、業界の収益性が圧迫される可能性があるとムーディーズは認識
している。
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図表 2

米国の規制公益企業のリターンとコスト
ROE vs. Treasury

WACC vs. ROE

WACC vs. Treasury

WACC

ROE

30-Y Treasury

12.00%
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6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
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出所: SNL Financial/Bloomberg
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中期的には、公益企業による料金審査手続き(general rate case)の申請が減少するとムーディ
ーズはみている。これは、規制当局による認可済みの規範的な料金体系や将来を見通した
料金計画による場合や、公益企業が料金審査手続き申請を先延ばしし、低インフレ、低燃料
費の環境下でのコスト管理に集中するという理由による場合が考えられる。このような状況は
過去にはみられなかった。多くの公益企業は、規制上のタイムラグを短縮し、顧客からの抵抗
を回避するため、小幅な料金引き上げのための審査手続きを頻繁に申請していた。ムーディ
ーズはこうした変化は幾つかの要因によるものと考えている。前述の料金調整メカニズムの利
用増加や、規制当局が従来よりも将来を見越した料金設定の意向を強めているなどである。
また、多くの公益企業は近年、料金設定に合意する場合や交渉する場合はあっても、公正で
バランスのとれた審査結果を得ているため、州間で、料金審査手続きの結果を区別することが
難しくなっている。
ムーディーズの見方の変化のひとつは、公益企業の規制の枠組みの評価において、管轄規
制当局の枠組みをより重視したことである。米国に規制事項に関する多数の訴訟事例がある
ことは、支援的性格の弱い枠組みであることを示しているとも考えられる。しかし、裁判所によ
る仲裁を求める傾向が強まっているだけとも考えられ、その結果、比較的一貫した判例が成
立し、公益企業と規制当局の関与に関するルールの透明性が高まり、訴訟の結果も大幅に
可視化され、公益企業と規制委員会の間の重要な規制上の課題が予想と異なってデフォルト
につながる可能性が低下している。
ムーディーズは、米国の規制環境について従来よりも良好な見方を検討しており、それが、米
国の規制公益企業の規制の枠組みおよびコスト回収の要因における、格付マッピング表上の
高いスコアに反映される。規制の枠組みは新たな課題に対処するものである必要があり、格
付手法上では高いスコアにつながらない場合もあるとムーディーズは認識している。そうした
課題の最近の例としては、ジョージア州およびサウス・カロライナ州での新規原子力発電所建
設プロジェクトの推進や、再生可能エネルギーの利用を促進する公共政策イニシアチブ、分
散電源システムの増加などが挙げられる。市場でのこうした新たな動きには引き続き、公益企
業、規制当局、政治家の合意に基づく解決が必要となるであろう。新たな料金規定やインセ
ンティブ料金メカニズムは、既存公益企業の電力網の信頼性および財務の健全性を維持す
る形で導入される必要があろう。規制当局と公益企業はこれらの課題について妥当な合意に
達することができるものとムーディーズはみている。

ムーディーズは、米国の公益企業規制に対して全般に従来よりも良好な見方をしているが、
一部の地域では、政治、ポピュリズム、経済、あるいはその他の理由から、過去と同様、引き続
き厳しい当局の決定が下されていることも認識している。例えば、フロリダ州は長期にわたって
公益企業に対する支援的な規制を行ってきたが、2010 年の料金審査手続きにおける政治的
介入により、規制の枠組みのスコアが悪化した。新知事の選出と数名の新たな公益事業委員
の任命後、フロリダ州の規制の枠組みは改善し、再び支援的と考えられるようになった。同様
にカリフォルニア州も、2000-2001 年の電力危機前までは非常に良好な規制制度を維持して
いたが、電力危機により信用力に対する支援的性格が大幅に縮小した。その経験から得た教
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訓とその後の改善等により、カリフォルニア州の公益企業の規制の枠組みは再び強固とみな
されるようになった。米国の公益企業の規制は依然として極めて細分化されており、基本的に
州レベルで行われているため、こうした状況が生じて将来の格付アクションにつながることは
引き続きあるだろう。

米国の公益企業セクターではデフォルトはほとんど発生しておらず、回収率は極めて
高い
米国の一部の州（カリフォルニア州、イリノイ州、メリーランド州等）の規制・政治圧力が財政難
につながった事例はあるが、米国の規制公益企業のデフォルト事例数は極めて少ない。規制
公益企業が、非規制事業会社に比べて早期に戦略的な破産法適用申請を検討・実行する
傾向が強いにも関わらず、この実績を保っている。破産法適用申請が行われた少数の事例で
も、当該公益企業はゴーイングコンサーンベースで事業を継続し、規制当局およびその他の
関係当事者が問題解決に向けて協力し、最終的には破産手続きを完了した。
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規制公益企業が提供するサービスの重要性、および発電・送電・配電資産の重要性から、破
産手続き中に清算または解体することはほぼ不可能である。そのため、米国で発生した少数
の公益企業のデフォルト事例では、担保付債務の保有者は最終的に、ほとんどの事例で元
利金の 100%を回収した。他の債務クラスの回収率も非常に高かった。この点についてはムー
ディーズのデフォルト率および回収率の調査報告に記載されている。米国の公益企業の信用
リスクに対するムーディーズの見方の変化の主な要因ではないが、これらの調査結果は、米
国の規制公益企業セクターの格付を引き上げることが可能とのムーディーズの見方を支える
ものである。
ムーディーズは 2009 年に“Default, Recovery, and Credit Loss Rates for Regulated Utilities,
1983-2008"と題する規制公益企業のデフォルト調査報告を発表した。同調査報告は、規制公
益企業のデフォルト実績では Baa 格の規制公益企業の 1 年デフォルト率は Baa 格の事業会
社と比較して大幅に低かったとしている。一方、A 格の公益企業の 1 年デフォルト率は A 格
の事業会社と比較して若干高かった。規制公益企業はデフォルト時損失率についても他の事
業会社より低かった（すなわち、回収率は高かった）。全般に、規制公益企業のデフォルト調
査では、規制公益企業の信用損失は事業会社より低かったとしている。

ムーディーズは 2012 年 12 月には、“Infrastructure Default and Recovery Rates, 1983-2012H1"
と題する、ムーディーズの格付対象の長期インフラ債務の過去の信用実績に関する最初の調
査報告を発行した。同調査報告では、米国の規制公益企業を含むインフラ債務の累積デフ
ォルト率および回収率を事業会社と比較している。前述の公益企業のデフォルト調査報告と
同様、インフラ企業のデフォルト調査報告でも、A 格のインフラ企業債務の 1 年デフォルト率
は事業会社と比較して高かったがデフォルト時損失率は低かった。Baa 格のインフラ企業債
務（インフラ企業債務の中で高い割合を占める）の 1 年デフォルト率は事業会社と同水準だっ
た。一方、回収率はインフラ企業債務の中で高く、信用損失率は事業会社債務より約 30%低
かった。もっとも、絶対額では同順位で、全般的なパフォーマンスは同程度であった。

Ba 格のインフラ企業債務（インフラ企業債務に占める割合は小さい）の信用損失率は、事業
会社債務に比べて低かった。これは、規制公益企業のデフォルト確率（これは Ba 格のインフ
ラ企業債務の主要なサブ要因である）が非常に低く、回収率が高い傾向によるものである。規
制公益企業以外の Ba 格のインフラ企業債務の信用損失率は事業会社と同程度だった。

US の公益企業の財務指標は同格付の米国外の公益企業に比べて高い
規制電力・ガス会社に対する格付手法における財務指標の比較にあたり、ムーディーズは、
支援的な枠組みをもつ幾つかの先進国（カナダ、日本を含む）の約 150 社を検討したが、米
国の規制公益企業は同格付の米国外の公益企業より強固な財務指標を有していた。例えば、
米国の公益企業のキャッシュフロー対有利子負債の比率は、米国外の同格付の公益企業の
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約 2 倍であった。分析には、A 格、Baa 格のシニア無担保債務格付、電力、ガス、送配網、水
力等の公益企業が含まれ、調整後の Moody's Financial Metrics の過去の財務数値を用いた。
図表 3

平均 （2005 - 2012 年）

2012 年末

CFO / 有利子負債

FFO / 有利子負債

CFO / 有利子負債

FFO / 有利子負債

米国外の平均 (A/Baa)

12%

12%

11%

10%

米国 - 垂直統合型 (A/Baa)

22%

23%

24%

23%

米国 - T&D, LDC (A/Baa)

18%

19%

19%

19%

国

出所: Moody's Financial Metrics

d

特別償却等の税制により、近年、米国の多くの公益企業のキャッシュフローが改善してきたと
ムーディーズは認識している。しかし、ここでの例では単純化のため、キャッシュフロー対有利
子負債の比率を 300bp 引き下げて、そうしたプラス要因を除去しても、なお、同比率は米国外
の公益企業より約 50%も高い。
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図表 4

平均 （2005 - 2012 年）

2012 年末

CFO / 有利子負債

FFO / 有利子負債

CFO / 有利子負債

FFO / 有利子負債

米国外の平均(A/Baa)

12%

12%

11%

10%

米国 – 垂直統合型(A/Baa)

19%

20%

21%

20%

米国 - T&D, LDC (A/Baa)

15%

16%

16%

16%

国

出所: Moody's Financial Metrics

また、米国の規制公益企業は、規制の枠組みを一因として、バランスシートのレバレッジが低
く、資本のクッションが厚い。一方、米国外の公益企業の高いレバレッジは、それらの国々の
固有の規制環境や料金による回収体系によるものである。米国の公益企業では、繰延税金
資産を通じた税制上の多大な恩恵がキャピタリゼーションに反映されている。
図表 5

平均 （2005 - 2012 年）

DER

国

2012 年末

有利子負債 +
有利子負債 /
エクイティ /
キャピタリ
キャピタリ
ゼーション
ゼーション

有利子負債 /
キャピタリ
ゼーション
DER

有利子負債 +
エクイティ /
キャピタリ
ゼーション

米国外の平均 (A/Baa)

223%

65%

94%

247%

66%

94%

米国 – 垂直統合型(A/Baa)

116%

45%

84%

112%

43%

81%

米国 - T&D, LDC (A/Baa)

124%

45%

81%

125%

44%

78%

出所: Moody's Financial Metrics

ムーディーズは、過去の財務比率の大きな差は、規制の枠組みの違いによって部分的に説
明できると考えているが、通常、国の規制の下で事業を展開する米国外の公益企業に比べ、
米国の公益企業は全般に若干、規制リスクが高いが、高い財務指標がそうした規制リスクの
影響を緩和していると考えるようになってきた。

次表に、2005 - 2012 年と 2012 年末の財務指標の中央値を示した。米国外の公益企業では
有利子負債が 23%増加、売上高が 29%増加、資産が 21%増加、CFO が 11%減少した。一
方、米国では有利子負債が 18%増加、売上高が 2%減少、資産が 20%増加、CFO が 28%
増加した。
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図表 6

2005 - 2012 年の中央値合計
（百万ドル）

2012 年合計（百万ドル）

企業数

有利子負債

売上高

資産

CFO

有利子負債

売上高

資産

CFO

米国外の公益企業の合計

58

$309,566

$158,364

$513,109

$35,967

$374,061

$211,673

$628,912

$33,824

米国 – 垂直統合型

57

$171,395

$166,941

$484,970

$35,271

$202,311

$171,198

$600,779

$48,044

米国 - T&D, LDC

38

$78,719

$79,523

$213,408

$14,229

$86,494

$67,511

$238,117

$16,712

米国の規制公益企業の合計

95

$250,114

$246,463

$698,378

$49,500

$288,805

$238,709

$838,896

$64,756

153

$559,680

$404,828

$1,211,487

$85,467

$662,866

$450,383

$1,467,808

$98,580

国

規制公益企業の合計
出所: Moody's Financial Metrics

一部の国における規制の支援的性格が近年低下
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過去には信用力を支える要因となっていた、規制の支援的性格の低下がみられる国がある。
例えば、日本では 2011 年の福島第一原発事故の後、今後、電力会社に対する日本政府の
規制の枠組みが今後、従来ほど支援的なものではなくなるとのムーディーズの見方を反映し
て、日本の電力会社 9 社を格下げした。同時に、ムーディーズは、日本の規制環境における
電力会社の相対的な地位を再評価し、その格付マッピング表上のスコアも調整した。

経済産業省および日本政府からの強固な支援から、ムーディーズは引き続き、日本の規制の
枠組みは信用力を支える要因とみているものの、特に原子力に関しては福島第一原発事故
前より幾分支援が低下していると考えている。その結果、ムーディーズは、各社の状況に応じ
て、格付手法の要因 1:規制の枠組みのスコアを Aaa から Aa 格または A 格に引き下げた。現
在の見方に基づき、原子力発電所を有する日本の電力会社は、原子力発電に関する不透明
性から、この要因のスコアが A 格となっている。一方、ガス会社および原子力発電所を保有し
ていない電力会社のスコアは Aa 格となっている。

日本の公益企業についてのムーディーズの見方の変化は、マッピング表の要因 2「コスト回収
および収益確保能力」にも反映されている。日本の公益企業に対する規制では、事業費、資
本コスト、燃料費、資金調達費用の適時回収に加え一定の収益（事業報酬）確保を確実とす
る規定が設けられているが、電気料金、ガス料金のいずれにおいても、燃料費上昇分の自動
的値上げには一定の制限が設けられている。この点と、海外事業および非公益事業への事
業拡大に関する制限から、ムーディーズはこの要因におけるスコアを若干調整し、多くの公益
企業のスコアを Aa 格から A 格に引き下げた。
日本における原子力発電所の稼動停止と、それに伴う化石燃料への依存度の高まりにより、
従来、原発依存度の高かった電力会社の事業費は大幅に増大した。原発依存度の高い電
力会社の一部は料金値上げに成功したが、改定後の料金でも、原発の一部再稼動を前提と
した料金体系となっているため黒字回復には至らない。そのため、原発に依存する電力会社
についてはこの要因のスコアを Baa に引き下げた。

結論

ムーディーズが提案する規制電力・ガス業界格付手法の精緻化は、新たなサブ要因の追加
によって各要因スコアの緻密性を高め、マッピング表の推定格付を決定する際の財務指標の
相対的なウエイトを引き上げることを意図している。本格付手法はこれまで通り、規制リスクと
財務パフォーマンスを重視し、4 つの要因（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）に注目する。本稿で提案する精緻化による格付の変更はない。本稿冒頭で説
明した方法に従って、精緻化に関する意見をお寄せいただきたい。
同時に、格付手法の精緻化とは関係なく、米国の公益企業に対する規制の枠組みの改善と、
米国の公益企業の規制リスクを従来より良好にみる必要があるとするムーディーズの見方に
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ついても、意見を募集する。そうした改善には、自動的なコスト回収規定の拡大、規制上のタ
イムラグの縮小、全般的に公正でオープンな公益企業と規制当局の関係、強固な規制の枠
組みなどが挙げられる。そのため、ムーディーズは、規制リスクを格付に織り込むにあたり、米
国の公益企業を従来よりも良好に評価する意向である。この点も、格付手法における公益企
業の規制の枠組みおよびコスト回収規定のスコア引き上げに反映される。米国外の公益企業
に対して米国の公益企業を相対的に良好とする見方は、一部例外はあるが多くの米国の公
益企業の 1 ノッチの格上げにつながるものと予想される。ここでも少数の例外はあるが、多く
の場合、公益企業の資本構成上の全ての債務クラスが同一ノッチ引き上げられることになると
みられる。米国の公益企業セクターが、デフォルト件数が少なく、回収率が高く、相対的に強
固な財務指標を有していることも、格付を全般的に高い水準とするムーディーズの見方を裏
付けている。米国の公益企業に対するムーディーズの見方の変化に対する意見も、本稿冒頭
で説明した方法でお寄せいただきたい。
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付録 A: 規制電力・ガス業界の格付マッピング表
要因 1a: 規制の枠組みを支える立法・司法体系 (12.5%)
Aa

A

Baa

規制の枠組みは、サービス地域での強力な独占体
制（注 1 参照）を支援する法律、必要な投資資金を
確認の必要性が限定的な高い確実性で確保・回収
できる料金設定、非常に透明性の高い規制内容、
料金設定に関する規範的な方法・手順に基づき、
国、州、地方レベルで十分に確立されている。法改
正があった場合には、適時かつ公益セクターにとっ
て明らかに支援的で、公益企業が深く関わる形で行
われている。規制当局と公益企業の係争を調停す
る裁判所など独立した司法機関が全国にあり、公
益関連法規の解釈が確立しているうえ、法の原則
は極めて強固である。こうした状況は今後も続くと考
えられる。

規制の枠組みは、サービス地域での強力な独占体
制（注 1 参照）を支援する法律、適正な公正審査要
件に基づき確実に必要な投資資金を確保・回収で
きる料金設定、透明性の高い規制内容、料金設定
に関する包括的な方法・手順に基づき、国、州、地
方レベルで十分に確立されている。法律の変更は
概ね適時で、発行体にとって支援的であり、発行体
は変更プロセスに深く関与している。規制当局と公
益企業の係争を調停する裁判所など独立した司法
機関が全国にあり、公益関連法規の解釈が確立し
ているうえ、法の原則は極めて強固である。こうした
状況は今後も続くと考えられる。

規制の枠組みは、(i) サービス地域での強力な独占体制を
支援する法律(自家発電が大きい場合などは例外)（注 1 参
照）、概ね適正な公正審査要件に基づき、必要な投資資金
を概ね確実に確保・回収できる料金設定、透明性のある規
制内容、料金設定に関する包括的な方法・手順に基づき、
国、州、地方、市町村レベルで確立されている。あるいは
(ii) 他の業界の独立し、透明な新たな枠組みに基づくものも
ある。法律の変更は発行体にとって支援的か、少なくともバ
ランスのとれた内容だが、遅れが生じる場合がある。発行
体は変更プロセスに関与できる。または (i)州あるいは地方
レベルの裁判所へのアクセス、公益関連法規の解釈に関
するある程度明確な判例、全般的に確立された法の原則
により、規制当局と当該企業の係争を調停する独立した司
法機関がある。あるいは (ii) 枠組みが十分に確立してお
り、独立した調停機関への改善策は求められない。 こうし
た状況は今後も続くと考えらえる。

Ba

B

Caa

規制の枠組みは、(i) サービス地域内でのある程度
の独占を認める法律もしくは政令に基づき、国、州、
地方、市町村レベルで整備されているが、重大な例
外がある可能性がある。公正審査要件は厳しく、恣
意的な場合もあるが、確実性が限定的あるいはや
や不確実ではあるが必要な投資資金を確保・回収
できる料金設定となっている。あるいは (ii) 枠組み
が新しく、他の業界や要因で独立性が低く、不透明
な前例がある。規制当局と公益企業の係争を調停
する司法機関には明確な権限がないか、規制面や
政治的圧力から完全には独立していないが、ある
程度強力な法の原則が存在する。独立した調停機
関がない場合には、改善策が求められることはない
のが普通である。公益市場や料金設定の面で、債
権者に不利な政治的介入が断続的に起こるリスク
がある。

規制の枠組みは、(i) サービス地域内での独占を認
める法律もしくは政令に基づき、国、州、地方、市町
村レベルで整備されているが、投資資金を確保・回
収できるだけの料金が設定されるかは不確実であ
る。あるいは(ii) 他の業界や要因に関して実施され
た司法の決定に基づくと、新たな枠組みは予測不
可能で逆風となる可能性がある。規制当局と公益
企業の係争を調停する司法機関には明確な権限が
ないか、規制面や政治的な圧力から完全には独立
していないとみなされている。また、効率的な独立し
た調停機関に対して改善策を要求する手段はな
い。公益企業が独占を実施したり、システムの不正
利用を防止する能力には限界がある。公益市場や
料金設定に対し、債権者に不利な国有化など大規
模な介入が行われる場合がある。
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規制の枠組みは、(i) サービス地域内での概ね強
力な独占を認める法律もしくは政令に基づき、
国、州、地方、市町村レベルで整備されている
が、例外が非常に多い可能性があり(注 1 参照)、
厳しい公正審査要件に基づき、必要な投資資金
を概ね確実に（ただしやや不確実性を伴って）確
保・回収できる料金設定となっている。あるいは
(ii) 他の業界の独立性と透明性の低い新たな枠
組みに基づくものもある。あるいは(i) 規制当局と
公益企業の係争を調停する司法機関には明確な
権限がないか、規制面や政治的圧力から完全に
は独立していないが、ある程度強力な法の原則
が存在する、もしくは(ii) 独立した調停機関がない
場合には、改善策が求められることはないのが普
通である。こうした状況は今後も続くと考えられ
る。
注 1:

16

d

Aaa

規制の枠組みは、サービス地域でのほぼ完全な
独占 1 を認める法律、必要な投資資金を疑いなく
確実に確保・回収できる料金設定、極めて透明性
の高い規制内容、料金設定に関する規範的な方
法・手順に基づき、全国的に十分に確立されてい
る。公益セクター関連の現行の法律は包括的か
つ支援的であり、改正の必要性は認められない。
また、これまでの法律改正は公益セクターにとっ
て非常に支援的で、想定される問題を見越した内
容である。規制当局と公益企業の係争を調停す
る裁判所など独立した司法機関が全国にあり、公
益関連法規の解釈が確立しているうえ、法の原
則は極めて強固である。こうした状況は今後も続
くと考えられる。

独占の強さは、当該公益企業のサービス地域において顧客が他のサービス提供者からサービスを得るにあたっての法律上・規制上・実質上の障壁をさす。独占的地位が低下したと判断される事例では、市やそれより大規模なユー
ザーが当該公益企業のシステムとは別に自らのシステムを確立する能力、自家発電（コジェネレーション等）が容認または奨励される（ネットメータリング、DSM システムなど）度合いなどが勘案される。格付の低い企業では、盗電や
不正使用の蔓延により独占が難しい場合がある。公益事業は一般的に独占的とみなされているため、独占的地位が強固なだけでは本サブ要因で高いスコアを得るには不十分だが、独占的地位の低下はスコアの引き下げにつなが
る場合がある。
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要因 1b: 規制の一貫性と予測可能性 (12.5%)
Aa

A

Baa

規制当局との関係は、発行体にとって予測可能性が
高く一貫性があり、有利な決定につながる確固とした
長期的な実績がある。規制当局は発行体および公益
セクター全般に対して極めて支援的である。こうした
状況は今後も続くと考える

規制当局との関係は、発行体にとって予測可能性と
一貫性のある決定につながる実績がある。規制当局
は概ね公益セクターに対して支援的であり、発行体
についてもほぼ例外なく支援的である。こうした状況
は今後も続くと考える。

規制当局との関係は、概ね予測可能で一貫性のある
決定につながる実績がある。規制当局は公益セクタ
ー全般に対してはあまり支援的ではないものの、大
抵の場合、発行体には極めて支援的である。こうした
状況は今後も続くと考える。

規制当局との関係は概ね適正である。規制当局の姿
勢は概ね一貫しており予測可能だが、場合によって
は一貫性を欠き、予測不能なこともある。また、決定
が政治的圧力を受ける場合もある。しかし、支援的で
ない決定は現行の法規に基づくものであり、過度に
厳格ではない。こうした状況は今後も続くと考える。

B

Caa
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Aaa

規制当局の決定は、当局あるいは他の監督機関と
発行体のこれまでの関係により、大いに予測不可能
であり、恣意的なものになる可能性がある。または、
そうした方向にあるとムーディーズは考える。しかし、
財務面の逼迫に直面した際には、最終的に支援を得
られるとみられるものの、大幅な遅れが生じる場合が
ある。あるいは、規制は未検証であり、一貫した実績
を欠き、大幅な変化の途上にある。規制当局の権限
が立法府あるいは政治的判断により損なわれる例が
多々ある。当局が枠組みを無視し、発行体にとって
不利な判断を下すことが多い。

規制当局の決定は、当局あるいは他の監督機関と
発行体のこれまでの関係により、極めて予測不可能
であり、発行体にとっては不利になるとみられる。ま
たは、そうした方向にあるとムーディーズは考える。
また、当局の決定が支援的であっても、法的強制力
はないことが多い。当局の権限が立法府あるいは政
治的判断により深刻に損なわれる例がある。当局が
枠組みを無視し、発行体にとって不利な判断を下す
ことが常態化している。

Re

規制当局の決定は一貫性と予測可能性をはなはだ
しく欠き、当局あるいは他の監督機関と発行体のこ
れまでの関係により政治的圧力を受けやすいと考え
る。または、そうした方向にあるとムーディーズは考
える。当局が発行体に対してあまり支援的ではない
判断をした例もあるが、財務面の逼迫に直面した際
には最終的に支援を得られるとみられるが、大幅に
遅れが生じる場合がある。当局の権限が立法府ある
いは政治的判断により損なわれる例が時にある。当
局が重要な決定に関し、枠組みを遵守できない場合
がある。
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要因 2a: 営業コスト・資本コスト回収の適時性 (12.5%)
Aa

A

Baa

料金制度および自動的なコスト回収メカニズムは、事
業コストの全面的かつ適時の回収、基本的に資本投
資の増加額に応じたリターンを認めるものとなってお
り、法律上の規定も、料金引き上げあるいはコスト回
収メカニズムに対する異議を排除するものとなってい
る。法律上および実務上、公正な評価に基づき、全般
的に料金改正は効率的かつ迅速に進められ、完全に
予想コストの加味が認められている。

料金制度および自動的なコスト回収メカニズムは、事
業コストの全面的かつ適時の回収、基本的にほとん
どの資本投資の増加額に応じた、あるいはほぼ応じ
たリターンを認めるものとなっており、想定コストに対
する規制当局からの異議はほとんどない。法律上の
規定でも、料金引き上げあるいはコスト回収メカニズ
ムに対する異議を排除するものとなっている。法律上
および実務上、公正な評価に基づき、極めて合理的
な期間で異議申し立てができない暫定的な料金を回
収することができ、全般的に料金制度は効率的であ
る。基本的に、予想コストの加味が認められている。

自動的なコスト回収メカニズムにより、燃料、購入電
力コストなど価格変動が極めて大きい事業コストを完
全かつ適時に回収できる。大規模な資本投資は料金
制度や他のリターン を認める料金設定に基づいて実
施するか、資本コストの回収を最低限の遅れで認める
申請を行う。規制により料金引き上げやコスト回収が
遅れるのは、通常、大規模な建設プロジェクト費用が
予想外に増加した場合である。法律面と実践面で、公
正な評価に基づき、合理的な期間で料金(永続的、あ
るいは払い戻し不能の暫定料金)を回収でき、重要な
予想コストの加味が認められている。

燃料、購入電力コストなど変動が極めて大きい費用は
コスト回収メカニズムにより 1 年以内に回収できるが、
回収の遅れが財務を圧迫しない場合には、1 年以上
かかることもある。資本投資の増加分は、主に全般的
な料金改定により若干の遅れで回収されるが、規制
料金制度による場合もある。また、規制料金が実証さ
れていない、もしくは不透明なこともある。規制当局の
介入によりコスト回収が遅れる可能性があるが、大規
模な資本プロジェクトや事業コストの急増に関連した
料金に限定されている。

Co qu
m est
m f
en or
tC
lo
se

Ba

d

Aaa

燃料、購入電力コスト、その他の市況による変動が大
きい費用は、大幅に財務を圧迫しない程度の遅れで
回収できるとみられる。ただし、規制当局がこうした費
用の変動に対応する適時の料金変更に難色を示す
例がある。資本投資コストの回収には長くかかること
もあるが、重要な投資を阻止するほどではない。

B

Caa

燃料、購入電力コスト、その他の市況による変動の大
きい費用は、支出の決定に対する規制当局の疑問や
政治的介入によって回収がかなり遅れることがある。
資本投資コストの回収の遅れが発行体に重大な影響
を及ぼすことがあり、重要な投資を阻止することがあ
る。

燃料、購入電力コスト、その他の市況による変動の大
きい費用は、支出の決定に対する規制当局の疑問や
政治的介入によって回収が長期的に遅れることがあ
る。資本投資コストの回収が不確実でかなり遅れる、
あるいは必要な投資を阻止することがある。

Re

注: 料金制度は、規制料金、資本投資に関連した料金調整メカニズムを含む。
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要因 2b: 料金とリターンの充足度 (12.5%)
Aa

料金は、コスト回収と資金調達に十分な水準に設定 料金はコストを完全に回収でき、全ての投資対して
されている（また今後もその状況が続く）。
適正なリターンを確保できる水準にあり（今後もその
状況は続くとみられる） 、想定コストに対する規制当
局の異議はほとんどない。海外の同業他社に比べ
て、（株式、総資産、レートベース、規制事業資産に
対する)リターンは強固である。

Baa

料金は概ねコストを完全に回収でき、適正な投資リタ
ーンを確保できる水準にあり（今後もその状況は続く
とみられる） 、規制当局からの異議や不認可は限定
的である。通常、海外の同業他社の平均より（株式、
総資産、レートベース、規制事業資産に対する）リタ
ーンは全般に上回っているが、場合によっては平均
並みにとどまる。

料金は概ね事業コストを完全に回収でき、適正な投
資リターンをほぼ確保できる水準にある（今後もその
状況は続くとみられる）。規制当局からの異議や 不
認可の例はあるものの、最終的な料金は資金を確
保できる水準にある。通常、海外の同業他社の平均
と比べて（株式、総資産、レートベース、規制事業資
産に対する）リターンは同水準だが、場合によっては
これを下回ることがある。

B

Caa

料金はキャッシュコスト以外のコストの回収が難しい
水準に設定されており、規制当局が恣意的に支出の
決定に難色を示したり、公正な審査ではなく政治的
圧力によって料金改正を認めないことがある。投資
リターンは投資を阻止する水準に設定されることが
ある。料金設定は厳しいか不透明であり、資本への
継続的なアクセスにマイナスになるとみられる。料金
制度はキャッシュコスト以外の大部分のコスト要素を
考慮していない可能性があり、全般的に投資の回収
は不利な状況にある。

料金は重要なコストの回収ができず、キャッシュコス
トの回収も難しい水準に設定されている。規制当局
が恣意的に支出の決定に難色を示したり、政治的理
由で事業続行に必要な料金引き上げを認めないこと
がある。投資リターンは保守・保全投資を阻止する
水準に設定されている。料金設定は厳しいか、極め
て不透明であり、資本へのアクセスに重大な悪影響
を及ぼす。料金制度はキャッシュコスト以外の大部
分のコスト要素を考慮していない可能性があり、投
資の回収は不利な状況にある。

Co qu
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m f
en or
tC
lo
se

Ba

A

d

Aaa

Re

料金は事業コストをほぼ回収できる水準に設定され
ているが（今後もその状況は続くとみられる）、投資リ
ターンの予測可能性は低く、規制当局からの異議や
不認可の例は多いとみられる。しかし、最終的な料
金設定は概ね資本確保に十分である。通常、（株
式、総資産、レートベース、規制事業資産に対する）
リターンは海外の同業他社の平均を下回り、平均水
準を達成するのは難しい状況にある。 また、料金制
度は全てのコスト要素を考慮していない可能性があ
り、投資の回収は明確ではなく、場合によっては不
利な状況にある。
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要因 3: 分散 (10%)

発電設備および
燃料の分散

Aaa

A

Baa

主要事業が 3 つ以上の国または極
めて広範な地域で展開されており、
規制面およびサービス地域の面で高
度に分散されている。

主要事業が 2～3 の国、州、県、地域
で展開されており、規制面およびサ
ービス地域の面で分散されている。
変動性の低い単一の規制体制下で
事業を展開しており、サービス地域
の景気は堅調で、高度に分散されて
おり、景気サイクルにおける回復力
がある。

変動性の低い単一の規制体制下、もしくは
複数の規制体制下で営業しており、事業は
さほど分散されていない。サービス地域には
ある程度の集中と循環性があるが、予測可
能な料金引き上げを吸収できる十分な回復
力がある。

発電設備および燃料の面での分散
の度合いが高く、公益企業と顧客は
コモディティ価格変動の影響を受け
にくい。発電設備の集中は全くなく、
「危機的」あるいは「廃止予定」施設
(定義は後述)へのエクスポージャー
は極めて限定的である。

発電設備および燃料の面での分散
の度合いが高く、公益企業と顧客が
受けるコモディティ価格変動の影響
は極めて小さい。発電設備の集中は
ほとんどなく、「危機的」あるいは「廃
止予定」施設へのエクスポージャー
は限定的である。

発電設備および燃料の面での分散
の度合いが高く、公益企業と顧客が
受けるコモディティ価格変動の影響
は小さい。危機的あるいは廃止予定
施設へのある程度の集中が見られ
る。危機的施設へのエクスポージャ
ーは低い。廃止予定施設へのエクス
ポージャーはあるものの、懸念する
ほどではない。

発電設備および燃料の面での分散の度合い
は適正で、公益企業と顧客が受けるコモディ
ティ価格変動の影響は小さい。危機的施設
への集中はある程度ある。廃止予定施設へ
のエクスポージャーは小さく、危機的施設へ
のエクスポージャーは管理可能である。

B

Caa

定義

5.00% *

5.00% **

Ba

サブ要因のウエイト

5.00% *

ある程度の集中が進み、サービス地
域では循環性がみられ、暴風雨など
の自然災害にさらされやすい市場で
事業を展開している。従って、予測可
能な料金引き上げを吸収することが
難しい。規制制度に大きな変化が生
じることがある。

Re

市場地位
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d

市場地位

Aa

規制制度およびサービス地域の面
で、複数の国・地域で高度に分散さ
れている。

サブ要因のウエイト

Co qu
m est
m f
en or
tC
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se

ウエイト 10%

限られた市場で事業が展開されてお 高い集中度、マクロ経済リスク、自然 「危機的施設」とは、事業に対する 罰金ある
り、サービス地域では集中が進み、 災害リスクが顕著なサービス地域で いは課税、もしくは要請されているあるいは
循環性が大きいため、サイクルはか 事業を展開している。
要請されるとみられる環境改善措置により、
なり長期化し、予測可能な料金引き
超えられないとはいえかなり厳しい経済的ハ
上げは地域経済に大きな影響を及ぼ
ードルがある発電所を指す。具体的には、炭
す。サービス地域では地理的集中が
素税が課されている発電所、操業するうえで
みられ、暴風雨などの自然災害から
排出権を買う必要のある発電所、操業継続
の回復力が限定的であり、新興市場
のために環境装置の設置が求められる発電
の場合もある。規制体制の変化が顕
所などがこれに当たる。税金、排出権、環境
装置の改善は他の発電源や料金面での競
著である。
争力に多大な影響を及ぼすが、操業廃止に
至るほどではない。
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要因 3: 分散 (10%)
発電設備または燃料は大きく集中し
ており、公益企業と顧客はコモディテ
ィ価格変動の影響を受けやすい。危
機的あるいは廃止予定施設へのエク
スポージャーは非常に高く、代替燃
料へのアクセスは極めて不確実であ
る。

「廃止予定施設」とは、 予期せぬ停電、認可
などの規制遵守上の問題を理由に操業が停
止している発電所、もしくは現行のあるいは
将来の規制の有効性、あるいは採算性の面
で操業停止の可能性が高い発電所を指す。
例としては、従来の装置を水銀・大気有害物
質基準を満たすために転換することが経済
的に難しい、あるいは基準の実施日までに
完了することができない米国の石炭火力発
電所、福島第一原発の事故後に再稼働が認
められない日本の原子力発電所、欧州で予
定されている 10 年をかけて段階的に廃止さ
れる原子力発電所などがある。

d

5.00% **

発電設備または燃料の分散はほとん
どなされておらず、公益企業と顧客
はコモディティ価格変動の影響を非
常に受けやすい。危機的あるいは廃
止予定施設へのエクスポージャーは
高く、代替燃料へのアクセスは困難
で、財務が圧迫される可能性がある
が、最終的には実現できる。

Co qu
m est
m f
en or
tC
lo
se

発電設備および
燃料の分散

発電設備および燃料の面での分散
の度合いが低く、公益企業と顧客は
コモディティ価格変動の影響を受け
やすい。危機的あるいは廃止予定施
設へのエクスポージャーが認められ
るが、財務を圧迫せずに代替燃料に
アクセスできる。

Re

*発電を行っていない発行体についてはウエイト 10% **発電を行っていない発行体については 0%
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要因 4: 財務力
ウエイト 40%

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

7.50%

> 8.0x

6.0x - 8.0x

4.5x - 6.0x

3.0x - 4.5x

2.0x - 3.0x

1.0x - 2.0x

< 1.0x

運転資本調整前 CFO / 有利子負債

15.00%

> 40%

30% - 40%

22% - 30%

13% - 22%

5% - 13%

1% - 5%

< 1%

（運転資本調整前 CFO – 配当） / 有利子負債

10.00%

> 35%

25% - 35%

17% - 25%

9% - 17%

0% - 9%

(5%) - 0%

< (5%)

< 25%

25% - 35%

35% - 45%

45% - 55%

55% - 65%

65% - 75%

> 75%

< 30%

30% - 45%

45% - 60%

60% - 75%

75% - 85%

85% - 95%

> 95%

（運転資本調整前 CFO +支払利息） / 支払利息

有利子負債 / キャピタリゼーション

7.50%

有利子負債 / 規制事業資産（RAV）

有利子負債 /キャピタリゼーション と有利子負債/規制事業資産 (RAV) の使用は、公益企業が事業を展開している規制体制に概ね依存する。有利子負債 / キャピタリゼーションは本格付手法で格付されている発行体について用いてい
る。多くの地域 (北米および多くのアジア諸国) では RAV が存在しないためである。RAV が存在する地域では、有利子負債 / RAV 比率の方がより好ましいと考えられよう。規制資産は規制された供給サービス提供するための有形資産
で構成され、 電力・ガス企業が規制によって確保可能な収益の基盤となる資産の価値を示している。RAV の算出方法はさまざまであり、規制制度によっては定期的に算出方法が変更される場合もある。RAV が一貫した方法で算定さ
れる地域では、有利子負債 / RAV の方が信用指標として優れていると考えられるため、このサブ要因として用いられる。 RAV が存在しない、あるいは算定方法が恣意的に、または予想外に変更されることがある地域では、有利子負債
/ キャピタリゼーション比率を用いる。

Re
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*2

d

サブ要因のウエイト
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付録 B - 「危機的」および「廃止予定」施設
「危機的施設」とは、事業に対する罰金あるいは課税、もしくは要請されているあるいは要請さ
れるとみられる環境改善措置により、超えられないことはないとはいえかなり厳しい経済的ハ
ードルがある発電所を指す。具体的には、炭素税が課されている発電所、操業するうえで排
出権を買う必要のある発電所、操業継続のために環境装置の設置が求められる発電所など
がこれに当たる。税金、排出権、環境装置の改善は他の発電源や料金面での競争力に多大
な影響を及ぼすが、操業停止に至るほどではない。
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d

「廃止予定施設」とは、予期せぬ停電、認可などの規制遵守上の問題を理由に操業が停止し
ている発電所、もしくは現行のあるいは将来の規制の有効性、あるいは採算性の面で操業停
止の可能性が高い発電所を指す。例としては、従来の装置を水銀・大気有害物質基準を満
たすために転換することが経済的に難しい、あるいは基準の実施日までに完了することがで
きない米国の石炭火力発電所、福島第一原発の事故後に再稼働が認められない日本の原
子力発電所、欧州で予定されている 10 年をかけて段階的に廃止される原子力発電所などが
ある。
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関連リサーチ
格付手法:

»

Regulated Electric and Gas Utilities (Moody’s Investors Service, August 2009) （ムーディー
ズ・ジャパン版「規制電力・ガス業界」2010 年 9 月）

クロス・セクター格付手法:

»

Loss Given Default for Speculative-Grade Non-Financial Companies in the US, Canada, and
EMEA (Moody’s Investors Service, June 2009)

»

Updated Summary Guidance for Notching Bonds, Preferred Stocks and Hybrid Securities of
Corporate Issuers (Moody’s Investors Service, February 2007) （ムーディーズ・ジャパン版「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）

スペシャル・コメント:

Default, Recovery, and Credit Loss Rates for Regulated Utilities, 1983-2008 (Moody’s
Investors Service, May 2009)

»

Regulatory Frameworks - Ratings and Credit Quality for Investor-Owned Utilities (Moody’s
Investors Service, June 2010)

»

Cost Recovery Provisions Key to U.S. Investor Owned Utility Ratings and Credit Quality
(Moody’s Investors Service, June 2010)

»

Liquidity: A Key Component to Investor-Owned Utility Ratings and Credit Quality
Evaluating a Utility's Liquidity Profile (Moody’s Investors Service, September 2010)

»

Re-Evaluating Japanese Utility Credit Quality post-Fukushima (Moody’s Investors Service,
July 2011) （ムーディーズ・ジャパン版「福島原発事故後の日本の電力・ガス会社の再評
価」2011 年 7 月）

»

Pacific Northwest Utilities: Regulatory Support Paves Way for Improving Credit Profiles
(Moody’s Investors Service, November 2011)

»

Infrastructure Default and Recovery Rates, 1983-2012H1 (Moody’s Investors Service,
December 2012)
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»
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信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについての、ムーディーズ・ジャパン
株式会社及びムーディーズ SF ジャパン株式会社（以下それぞれ「MJKK」、「MSFJ」といいます）の現時点での意見です。MJKK
及び/又は MSFJ が発行する信用格付及び調査刊行物（以下「MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物」といいます）は、事業体、与信
契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについてのムーディーズの現時点での意見を含むことがありま
す。MJKK 及び MSFJ は、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発
生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変
動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物に含まれて
いるムーディーズの意見は、現在又は過去の事実を示すものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊
行物は、投資又は財務に関する助言を構成又は提供するものではありません。信用格付並びに MJKK 及び/又は MSFJ の刊
行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するものではありません。信用格付あるいは MJKK 及び/又は MSFJ の刊行
物はいずれも、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。MJKK 及び MSFJ はそれぞれ、
投資家が、購入、保有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用
格付を付与し、MJKK 及び/又は MSFJ の刊行物(のうち該当するもの)を発行します。

ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手
段によっても、全部か一部を問わずこれらの情報を、ムーディーズの事前の書面による同意なく、複製その他の方法により再
製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管すること
はできません。

ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び
機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムーディーズはこれらの情報をいかなる種類の保証も付すことな
く「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報
源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）
を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した
情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。ムーディーズはいかなる状況においても、またい
かなる者又は法人に対しても、以下の(a)及び(b)について一切責任を負いません。 (a) これらの情報の入手、収集、編纂、分
析、解釈、伝達、公表又は配布に関する誤り（過失によるか、その他の原因によるかを問わない）又はその他の状況若しくは
偶発事象（ムーディーズ又はその取締役、役職員若しくは代理人の支配力が及ぶか及ばないかを問わない）に（全部又は一
部を問わず）起因し、由来し、又は関係する損失又は損害。 (b) ムーディーズが事前に当該損害の可能性について助言を
受けていた場合においても、これらの情報の使用により又は使用が不可能であることにより発生する、あらゆる種類の直接
的、間接的、特別、二次的、補償的又は付随的損害（逸失利益を含むがこれに限定されるものではない）。
ここに記載される情報の一部を構成する格付、財務報告分析、予測及びその他の見解（もしあれば）は意見の表明であり、ま
たそのようなものとしてのみ解釈されるべきものであり、これによって事実を表明し、又は証券の購入、売却若しくは保有を推
奨するものではありません。ここに記載する情報の各利用者は、購入、保有又は売却を検討する各証券について、自ら研究・
評価しなければなりません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情
報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行
っていません。

MJKK は、ムーディーズ・グループ・ジャパン合同会社（Moody’s Corporation (以下「MCO」といいます)の完全子会社である
Moody’s Overseas Holdings Inc.の完全子会社）が全額出資する信用格付会社です。MSFJ は、ムーディーズ・ジャパン株式会社
が全額出資する信用格付会社です。MSFJ は、NRSRO （Nationally Recognized Statistical Rating Organization = 米国ＳＥＣ（米国証
券取引監視委員会）の登録を受けた格付機関）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、MJKK 又は MSFJ（のうち該当する方）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。また、MCO、MJKK 及び MSFJ は、MJKK 及び MSFJ の格付及び格付過程の独
立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び MJKK 又は MSFJ（のうち該
当する方）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"Shareholder Relations-Corporate
Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で毎年、掲載されます。
オーストラリアについてのみ： この文書のオーストラリアでの発行は、オーストラリア金融サービス認可番号 336969 を有す
る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 によって行われます。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顧
客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。リテール顧客が、ムーディーズの信用格
付に基づいて投資判断をするのは危険です。もし、疑問がある場合には、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。
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