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一 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 

 

イ 商号又は名称 

 

株式会社格付投資情報センター 

 

ロ 登録年月日及び登録番号 

 

平成２２年９月３０日（金融庁長官（格付）第６号） 
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ハ 組織の概要 
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ニ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議

決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合   
                                  

氏名又は名称 保有株式数 議決権割合 

株式会社日本経済新聞社 

株式会社日経ビ－ピ－ 

株式会社ＱＵＩＣＫ 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社大和総研 

株式会社野村総合研究所 

株式会社横浜銀行 

5,044 株 

1,578 

970 

588 

578 

542 

493 

222 

222 

113 

 42.89 ％ 

13.41    

8.24    

5.00    

4.91    

4.60    

4.19    

1.88    

1.88    

0.96    

 

ホ 法第六十六条の二十八第一項第二号 から第五号 までに掲げる事項  
                                        

役員の氏名又は名称 

役 職 名 氏名又は名称 

取締役会長 

代表取締役社長 

取締役専務執行役員 

取締役常務執行役員 

監査役 

監査役（非常勤） 

監査役（非常勤） 

木村 芳文 

山﨑 宏 

黒圖 肇 

滝川 盛幹 

瀬良 順一 

栗山 泰史 

吉岡 伸泰 

 

信用格付業を行う営業所又は事務所 

名 称 所 在 地 

本社 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 
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他に事業を行っているときは、その事業の種類  

他に行っている事業の種類 

（関連業務） 

・私的信用格付 

・中堅企業格付 

・ファンド信用格付に関わる運用体制の評価業務 

・クレジットエクスプレス 

・債券格付データサービス 

・信用格付または信用評価に関連する情報及び知見の提供 

・ ＥＳＧファイナンスの評価 

・ ＥＳＧに関連する情報及び知見の提供 

 

（その他業務） 

・年金運用に関するコンサルティング 

・年金制度に関するコンサルティング 

・年金ファンドの調査 

・ユニバース計測サービス 

・投資運用プロセス評価 

・投信定量評価 

・確定拠出年金コンサルティング 

・Ｒ＆Ｉファンド大賞に係る事業 

・Ｒ＆Ｉ顧客本位の投信販売会社評価 

・出版事業（ウェッブ事業を含む） 

・当社事業に関連するライセンス事業 
 

 

その他内閣府令で定める事項 
 

法令等遵守責任者の氏名 

氏 名 

鈴木 淳史 

 

信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の氏名 

氏 名 

大野 正 

北原 一功 
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監督委員会の委員の氏名  

氏 名 

木村 芳文 

山﨑 宏 

大越 有人（独立委員） 

乾 友彦（独立委員） 

 

 

二  信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 
 

イ 直近の事業年度における業務の概要 
 

    当事業年度の我が国経済は、供給制約の緩和とコロナ下で停滞していた経済活動の正常化によ

り、内需を中心に持ち直しの傾向にありますが、ロシアのウクライナ侵攻による資源高、欧米での

インフレ加速と金融引き締めの影響などから、年後半にかけ経済活動への逆風が強まりました。 

国内の公社債市場は、年初から長期金利のボラティリティ（変動率）が上昇し、年間を通じ長期

債の起債は低調でした。国内公社債（転換社債、財投機関債を含む）の年間発行額は13兆8,931億

円となり、前年比18.7％減少しました。 

一方で、短期金利は低位で安定した状態が続いたため、ＣＰによる資金調達が増え、年間発行残

高は前期を上回りました。 

このような環境下、当社の格付事業の収入は前期比0.2％増となりました。ＥＳＧ評価事業の収

入は、評価需要の急拡大を背景に大幅増となりました。資産運用コンサルティングや投信関連ビジ

ネスを手掛ける投資評価事業は前期比0.8％増、格付情報の販売や専門誌の発行を手掛ける情報事

業は同0.6％増となりました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は、前期比5.1％増の4,844,472千円と、過去最高となりました。

経常利益は前期比2.2％減の1,433,813千円、税引き後の当期純利益は同3.5％減の985,899千円と、

前期に次ぐ過去２番目の水準となりました。 

 

ロ 直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 
 

(１)  売上高（信用格付行為の役務の対価及び信用格付行為以外の役務の対価の内訳を含む。）  
                                                  

売上高 4,844 百万円 

内、信用格付行為の役務の対価  2,478 百万円 

信用格付行為以外の役務の対価  2,366 百万円 
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(２) 信用格付業者が一の格付関係者（令第十五条の十六第一項 各号及び第二項 各号に掲げる

者を含む。）から信用格付業に係る売上高の百分の十を超える手数料を得ている場合には、

当該格付関係者の氏名又は名称  
  

当期中に該当はありませんでした。 
 

(３) 金融商品又は法人の信用状態（当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項で

あるものに限る。）の変化に関する統計その他の情報  
 

本説明書類に添付した以下の当社レポート及びデータ集をご参照ください。 

・ 日本企業のデフォルト率・格付推移行列（1978 年度～2021 年度）(2022年6月30日) 

・ 証券化商品の格付推移行列（2000 年度～2021 年度）(2022年7月29日) 
 

(４) 付与した信用格付の履歴に関する情報（信用格付を付与した日から一年以上経過したもの

に限る。）  
 

本説明資料に添付した「付与した信用格付の履歴に関する情報」をご参照ください。 
 

(５) 関連業務及びその他業務の状況  
 

当社が行っている関連業務及びその他業務は、前述の通りであり、当期における関連業務

の売上高は1,165百万円（売上高に占める割合24.1％）、その他業務の売上高は1,200百万円

（売上高に占める割合24.8％）となりました。 
 

(６) 格付アナリストの総数  
 

68 名 

 

ハ 信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系   
 

内外の事業法人、金融機関、ソブリン、政府系機関を対象とする信用格付手数料は、主に、（1）

信用格付を新規取得あるいは継続した場合の手数料と（2）信用格付を資金調達に利用した場合の

手数料とで構成されています。（2）は、一定の基準をもとに算出しています。 

ストラクチャードファイナンス関連商品の新規格付手数料は、裏付資産の種類などによって異

なります。基本的に発行額に料率を乗じて算出しています。 

 

三  信用格付業者の業務管理体制の整備の状況（次に掲げる事項の概要を含む。） 
 

イ 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係

る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその

業務を遂行するために講じる措置  
 

格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するため、当社では、信
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用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う格付委員会の構成員について、同一の格付関係者が

利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る議案の審議にあたっては、格付委員会の構

成員の総数の三分の一以上の構成員が連続して構成員とならないこととしています。 

 なお、資産証券化商品以外の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合に

おいては、同一事業年度内に当該信用格付の対象となる事項を対象とする二以上の信用格付を付

与したときは、当該二以上の信用格付を一の信用格付とみなすこととしています。 

 

ロ 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置（第三百六条第一項第四号に規

定する措置をいう。） 
 

１．役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 

取締役会等の決定に基づく業務執行については、代表取締役社長の下、各部門長において適

切・迅速に遂行し、併せて内部統制機能を確立するため、決裁・稟議に関する規程において

それぞれの決裁権限や実行責任者を明確にするとともに、適切な業務手続を定めています。 

 

２．役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 

社内規程に従い、業務執行に関する重要事項その他の取締役の職務執行に係る情報を文書又

は電磁的媒体に記録・保存し、定められた期限まで適切に保管しています。 

 

３．付与した信用格付と異なる信用格付を提供し、又は閲覧に供することを防止するための体制

その他の信用格付行為に関する事務処理の誤りを防止するための体制 
 

信用格付行為に関する事務処理に係るリスクについては、取締役会等による、社内規程・業

務マニュアルの制定と周知徹底、事務処理の誤り発生時の報告体制の整備、リスク状況の監

視体制の整備等を通じて管理しています。 

  

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

役職員は、社内規程に基づき、その職務の遂行に必要な権限の範囲内で職務の執行に伴うリ

スクを管理しています。コンプライアンス、災害、情報セキュリティ等に係るリスクについ

ては、各種の規則・ガイドラインを制定し、組織的横断的なリスク状況の監視及び役職員教

育の実施等を通じて周知徹底しています。 

 

ハ 法令等遵守を確保するための措置 
 

（法令等遵守に関する方針） 

当社は、法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンスにかかる社

内諸規程を、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としていま

す。 

法令等の遵守を確保する措置を講じる責任者としてチーフ・コンプライアンス・オフィサー
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を設置し、独立性の確保及び牽制機能を十分発揮するための権限を付与しています。チーフ・

コンプライアンス・オフィサーは、役職員の法令等遵守意識の周知徹底を図るため、全社のコ

ンプライアンスの取り組みを横断的に統括しています。 

内部監査部は、コンプライアンスを主体に業務運営全般の状況を監査します。またコンプラ

イアンス部は、コンプライアンス・モニタリングを実施します。これらの活動は定期的に取締

役会及び経営会議並びに監査役に報告されています。 
  

（法令等遵守に関する手続） 

チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、役職員に利益相反の回避や守秘義務の遵守を含

む企業倫理、法令、社内規程の遵守について注意を喚起する活動を定期的に実施するとともに

遵守状況について監視しています。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、信用格付部門

の指揮命令系統から独立し、定期的にそのモニタリング結果を取締役会に報告します。 

チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス・モニタリングについての基

本的事項を定め、法令、企業倫理、社内規程、及び行動規範の遵守をモニタリングし、適切な

助言・勧告を行うことによって会社組織統制システムを実効あらしめ、業務の適切な運営を確

保しています。 

 

ニ 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置 
 

(１) 格付アナリストの採用及び研修に関する方針 
 

 格付アナリストの採用に際して信用格付行為及びその他専門的業務を行うことについて

重要な疑義がある者を採用しません。また、信用格付業務及びその他専門的業務を適正か

つ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分確保するよう努めています。

さらに、格付アナリストの採用に際して、応募者の適性・能力を基準とした公正な選考を行

うとともに、応募者の基本的人権を尊重するよう努めています。 

 格付アナリストに対する研修は、法令、社内諸規程等の遵守の重要性を十分に理解させ、

業務遂行に必要な専門的知識及び技能の維持・向上を図るとともに、格付方法に従った分

析を習得させることを方針として実施しています。 

 
(２) 格付アナリストの配置 

 

 格付アナリストの持つ専門的知識及び技能を基に、業種ごと、あるいは分野ごとに適切

に配置しています。 

 
(３) 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置 

 

 信用格付の付与に用いる情報のうち、決算書類、ＩＲ資料、適時開示情報及び個別債務に

関する情報等一般に入手可能な公開情報に関して、実績・事実に関する情報は、信用格付の

付与のために、十分な品質を有していることを前提としています。財務諸表については、公

認会計士による監査済みのもの、又はそれに準じた信頼性が確保されていると判断できる

ものを入手しています。格付関係者から入手する非公開情報については、公開情報との整

合性や経営幹部等とのインタビューの過程で妥当性を判断する等の措置を講じ、十分な品
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質を有していると判断すれば、それを用います。 

 ストラクチャードファイナンス商品の信用格付の付与に用いる情報については、当該情

報の提供者から情報の正確性に関する表明・保証を取得することとしています。 
 

(４) 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置 
 

 格付付与方針等の妥当性及び実効性については、三年に一度の頻度で定期的にモニタリ

ングを行い、改定、更新又は廃止を格付委員会に付議します。また、信用格付に影響を与え

る著しい環境の変化が生じた場合、対象となる格付付与方針等の改定を検討して、必要が

あれば格付委員会に付議します。 
 

(５) 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与し

た信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき

信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行う

ための措置 
 

 格付付与方針等について重要な変更を行った場合、当該格付付与方針等に基づき付与し

た信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき

信用格付の範囲及び更新に要する期間を格付委員会で審議します。これらについてインタ

ーネットの利用により遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行います。 
 

(６) 資産証券化商品（当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品

の設計と著しく異なる場合に限る。）の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正

に付与することが可能であることを検証するための措置 
 

 ストラクチャードファイナンス商品の設計が過去に信用格付を付与したストラクチャー

ドファイナンス商品の設計と著しく異なる場合とは、格付方法が存在しない状況、すなわ

ち格付対象の信用リスクを評価するための基本的な考え方、又は基本的な定量分析方法が

存在しない場合としています。格付方法が存在しない案件に関して、格付アナリストは格

付委員会に対して信用格付の付議を行うことはできません。格付対象に信用格付を適正に

付与するための適切な格付方法の制定が可能な場合には、格付委員会にて格付方法を制定

して、信用格付を付与します。 

 
(７) 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置 

 

 格付アナリストは、信用格付業に関する契約が終了する時点、格付対象が消滅する時点

まで、モニタリングを行います。ストラクチャードファイナンス商品以外の信用格付に関

しては、原則として年一回の定期レビューを実施するとともに、四半期決算の公表や大幅

な業績修正に関する適時開示情報等の内容を確認し、格付付与時の想定を超える変化が生

じた場合は、格付アクションを格付委員会に付議します。ストラクチャードファイナンス

商品の信用格付に関しては、回収状況報告書等によるパフォーマンスの定期的な確認の他

に、格付対象が関連する法的枠組みの変更や、格付関係者に発生する合併等のイベントの

発生等、格付付与時の想定を超える変化が生じた場合には、格付アクションを格付委員会
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に付議します。なお、付与した信用格付に係る検証及び更新を実施しないこととした場合、

その旨及びその理由を所定の書面（「ニュースリリース」等）に記載し公表します。 

 

ホ 特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要 
  

特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要については、当社無料ウェブサイトに掲載され

た「利益相反マネジメント・ポリシー」（https://www.r-i.co.jp/docs/policy/coi.html）をご参照

ください。 

 

ヘ 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準

ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥

当性を検証するために講じる措置 
 

当社を退職した格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合、退職

日前過去二年間に関与した信用格付の妥当性を検証するため、コンプライアンス部及び内部監査

部は、信用格付の妥当性に不当な影響を及ぼした可能性の有無についてレビューを行い、その結

果を報告書として記録に残し、その概要を取締役会に報告します。 

 

ト 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置 
 

関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内

容については、社内規程において、信用格付業務を担う部門を情報管理及び業務運営面で他のす

べての部門から分離することを規定するとともに、関連業務及びその他業務に関しては、信用格

付業務に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されている旨を明示しています。 

 

チ 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三

者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる

措置 
 

当社は、第三者が資産証券化商品の信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報

として、別途定める「信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目」を無料

ウェブサイト上で公表しています。 

（https://www.r-i.co.jp/rating/about/appropriateness/appropriateness.pdf） 

また、格付アナリストは、資産証券化商品の新規格付付与の際に、格付関係者に対して、当該

情報項目を公表するよう働きかけを行うこととし、その結果については、信用格付の公表に際し

て無料ウェブサイト上等で公表しています。 

 

リ 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施

に支障を及ぼさないことを確保するための措置 
 

当社の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を
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及ぼさないことを確保するため、格付担当者の報酬等の額は、人事考課マニュアル等により求め

られた格付担当者としての職務の遂行状況の評価によって、また、法令等遵守責任者の報酬等の

額は、他の業務部門から独立して、法令等遵守責任者としての職務の遂行状況（法令等遵守の達

成度、法令等遵守態勢の構築への貢献度）の評価によって決定されるものとしています。なお、

格付担当者の報酬等の額の決定方針及び決定プロセスの妥当性については、定期的に管理本部が

点検し、法令等遵守責任者が検証するものとし、法令等遵守責任者の報酬等の額の決定方針及び

決定プロセスの妥当性については、定期的に取締役会が検証するものとしています。 

 

ヌ 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置 
 

格付本部、ストラクチャードファイナンス本部及び格付企画調査室の役職員は、信用格付業務

の手数料に関する交渉に参加してはならないこととし、信用格付の営業に従事する役職員は、信

用格付の営業の遂行に際し、格付関係者との信用格付に関する手数料交渉に格付アナリストを同

席、又は関与させてはならないこととしています。 

 

ル 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置 
 

格付本部、ストラクチャードファイナンス本部及び格付企画調査室に所属する役職員に対して

は、信用格付業務を通じて知り得た情報及び秘密を、信用格付業務を公正かつ的確に遂行するた

めに必要と認められる目的以外に利用する行為を禁止しています。 

また、社内規程において機密情報の範囲や管理方法を定め、機密情報の漏洩防止を図っていま

す。 

 

ヲ 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置 
  

当社に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置については、社内規程「信用格付業者

に対する苦情処理に関する規則」を定め、格付関係者、投資者その他信用格付の利用者からの苦

情を適切かつ迅速に処理しています。 

 

ワ 監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法（独立委員の独立性に関する考え方を含

む。） 
  

当社の監督委員会は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するために求められる業務管理体制の

整備が適切に講じられることについて監督する権限を有し、業務管理体制の整備の状況に関する

検証及び指摘、取締役会への報告及び意見具申その他必要と認める措置をとることができます。 

 監督委員会の委員の氏名は前述の通りです。 

 監督委員会の委員の選任については、金融商品取引業等に関する内閣府令第 306 条第 1項第 17

号を遵守して、取締役会が任命しています。 

 

カ 信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範 
  

当社並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範は、金融商品取引法及び同府令に基づく
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社内規程等、それらをまとめた「信用格付に関するコンプライアンス･マニュアル」、及びＩＯＳ

ＣＯ（証券監督者国際機構）の「信用格付機関の活動に関する原則」及び「基本行動規範」を踏

まえて作成した「信用格付に関する行動規範」であり、これらを社内のイントラネットに掲載し、

いつでも役職員が閲覧できるようにしています。 

 

 

四 格付方針等の概要 
 

当社の格付方針等の概要については、当社の無料ウェブサイトをご参照ください。 

（https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html） 

 

 

五  信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項 
 

イ 信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成 
 

該当事項はありません。 

 

ロ 関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の

内容 
 

該当事項はありません。 

 


