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 事業法人等の信用格付の基本的な考え方 
 

2021 年 6 月 1 日 
 

第 1 部 格付方法の概要 
この格付方法は、事業法人等の格付の基礎となる。事業法人等は、事業会社のほか、金融機関、学校

法人などを含む。 

なお、事業法人等以外の格付にもこの格付方法を使用することがある。 

 
１. 発行体格付の評価 

R&I は、個々の債務に対して信用格付を付与するに当たり、まず発行体が経営破綻に陥るなど債務不

履行となる可能性（デフォルトリスク）を分析、次いで個々の債務について不履行時の損失の可能性

（回収リスク）等を判断し、評価に織り込んでいる。発行体のデフォルトリスクの分析が評価の根幹を

なすが、これは発行体が負うすべての金融債務についての総合的な債務履行能力を見極めることであり、

この段階での信用格付を「発行体格付」と呼ぶ。 
デフォルトリスクの分析にあたっては事業リスクと財務リスクの両面を分析する。詳しくは「第 2 部 

発行体格付の考え方」を御覧いただきたい。 
 

1-1. 事業リスク 
ある時点の財務指標が良好であっても、将来にわたって健全性を維持できるかを見極めるためには、

その発行体の現状を踏まえつつ、将来、キャッシュフローを生み出す力や資産価値がどのように変化す

るかを様々な角度から分析する必要がある。 
事業リスクは、事業から生み出されるキャッシュフローや資産価値の予測の不確実性のことである。

事業リスクは、経済・金融などのマクロ認識をベースに（1）発行体の属する業界の標準的なリスク（2）
発行体に固有のリスク――を評価する。R＆I では、（1）を「産業リスク」（2）を「個別企業リスク」

と呼ぶ。 
事業リスクは定性的な評価が主となるが、収益や資産価値の変動性など、定量面の評価もある。 
 

1-2. 財務リスク 
財務リスクとは、利益やキャッシュフローの水準、債務や自己資本の多寡など、収支・財務の状況に

よって債務償還が阻害されるリスクのことである。同じ産業に属する事業リスクが同程度の発行体でも、

債務とキャシュフローとのバランスが異なれば、債務返済能力は異なる。財務リスクは、財務指標の分

析を中心に評価するが、財務運営方針、流動性リスクに対する管理方針など、定性的な要素も評価して

いる。 
 

1-3. 事業リスクと財務リスクの関係 
例えば A 格を取得するのに必要な財務指標の目安は、すべての企業で同じわけではない。事業リスク

が大きい企業は、将来の収益や財務を見通すのが難しく、収益やキャッシュフロー、資産価値が大きく

変動する可能性がある。このため、特に下方に変動する場合においても耐えられるだけの資本負債構成

が必要となる。一方、事業リスクが小さい企業は将来の収益や財務の見通しをたてやすく、収益や資産

の変動もさほど大きくない。このため、資本負債構成は、事業リスクが大きい企業ほどには良好でなく

ても良い。このように、事業リスクの大きさによって、ある格付水準において必要な財務指標の目安は

異なる。デフォルトリスクの分析において、事業リスクと財務リスクは密接に関連している。 
 

２．長期個別債務格付の評価  
長期個別債務の格付は、発行体格付をベースに、個々の債務の回収リスク等を評価し、必要な場合は

符号に反映する。このため同じ発行体の債務であっても、発行体格付とは異なることがある。 
一般に、発行体のある債務で支払不履行が生じた場合、同じ発行体の他の金融債務も不履行になる。

しかし、一部の債務についてのみ再編の対象となることがある。例えば、金融機関が、経営困難に陥っ
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た企業の再建のために金利減免、債権放棄等を行う私的整理の場合などは、発行体の一部の債務が約定

通り履行されないことになる。このように、一部の債務が不履行になる可能性が他の債務と異なること

があり、必要に応じて格付に反映する。 
回収リスクの評価では、デフォルト後の債権回収の可能性（債務不履行時の損失の可能性）を考える。

具体的には、資産内容などを勘案しデフォルト後の当該債務の回収原資の状況を把握するほか、債権者

の債権回収上の地位に着目する。無担保債務の場合には、劣後特約の有無のほか、担保付債務など当該

債務に回収が優先する債務の多寡、担付切換条項の有無や担保提供制限の範囲など契約内容に着目し、

回収の程度を検討する。担保付債務の場合には、対象債務と比べた担保資産の十分性、担保資産の換金

可能性、担保処分に法的拘束を受ける程度、債権回収が終了するまでの期間が判断の際に重要となる。 
 

３．短期格付の評価 
短期格付は、発行体格付とは表記も定義も異なるが、債務履行の確実性を評価するという視点には変

わりはない。中長期的な評価と切り離すことはできず、通常、発行体格付をベースに評価する。 
短期債務の格付にあたっては、発行体格付の水準および格付の方向性を考慮したうえで、期中の資金

繰りの特徴や手元流動性の内容・水準、短期的な資金調達力なども踏まえ、発行体格付が同じであって

も異なる短期格付を付与することがある。 
 
４．信用補完契約の考え方 
個別債務の格付にあたり、親会社や第三者等による信用補完契約が存在する場合は、それを評価した

うえで格付に織り込んでいる。信用補完契約としては、保証、キープウェル契約などがある。保証付債

務に対しては、契約内容等を確認し、要件を備えていれば、原則として保証者と発行者のいずれか高い

方の格付を付与する。キープウェル契約付債務の場合は、契約内容等を確認したうえで、親会社にとっ

ての子会社の事業上、戦略上の位置付けをふまえて評価する。要件を備えていれば、親会社の格付と同

等となることが多いが、親会社の信用力が低い場合など、親会社より低い格付を当該債務に付与するこ

とがある。 
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第２部 発行体格付の考え方 
 

１．発行体格付評価のフレームワーク 
事業リスクは、事業から生み出されるキャッシュフローや資産価値の予測の不確実性を指す。例えば、

事業活動の対象とする市場が成長しているか、縮小しているか、あるいは、競争相手が多いのか少ない

のかで、収益機会獲得の難易度が異なる。製品のライフサイクルが成長期にあるのか、成熟期にあるの

か、でも、キャッシュフロー見通しの難易度は異なる。事業リスクの分析では、企業が一定の競争力、

市場地位を確保し、安定的にキャッシュフローを創出し続ける経営資源を保有しているかどうかを評価

する。一方、財務リスクの分析では、債務返済を円滑に進めるためのキャッシュフロー創出力の十分性、

キャッシュフローを安定的に生み出し、成長させるための投資余力、外部資金の調達力や流動性の十分

性、資産（事業）の抱えるリスクに対するリスクバッファーの充足度、などを分析、評価する。 
事業リスクは、産業リスクと個別企業リスクからなる。まず、発行体が属する業界の標準的なリスク

を産業リスクとして評価する。同じ産業に属していても、その業界における競争力等により個社の事業

リスクは異なり、それが主に定性要素である個別企業のリスク評価として反映される。 
財務リスクの分析において重視する指標は事業特性に応じ決まる。収益力、規模・投資余力、債務償

還年数、財務構成、リスク耐久力、流動性など複数の項目について格付のゾーンごとの財務目安値を設

定している。財務目安値は、格付のゾーンごとに必要とする定量的な目安である。分析対象となる個別

企業の財務指標が、財務目安値と比べて、どのように推移するかを分析する。 
産業リスクが大きくても、発行体固有の競争力が強い、あるいは、財務基盤が強固であれば、産業リ

スクの大きさを緩和できる。 
複数の目安値のうち必ずしも全ての項目を満たすことが必要なわけではない。また、個々の指標の重

要度（ウエート）は業界により異なる。評価にあたっては、主として定量評価による財務リスクと主と

して定性評価による個別企業リスクの評価項目の充足度を重要度に応じ評価に反映している。事業リス

クと財務リスクの総合評価により発行体格付を決定する。 
 
 

図 1 発行体格付の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 

(例）X業界A社の場合

A社個別のリスク分析
（主として定性評価）

財務リスクの分析（主として定量評価）

（X業界の財務目安値に照らし評価）

X業界産業リスク評価

A社の発行体格付

事業リスク評価
（主として定性評価）
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1-1. 景気循環と事業リスク 
R&I の格付は、3～5 年の将来見通しに対する見解を反映したものである。このため、前提となるマ

クロ環境の見通しから個別の産業見通しまで、予測されうる景気変動を格付に織り込んでいる。事業リ

スクの評価においてもこうした前提が反映されている。 
 

1-2. 景気循環と財務目安値 
格付のゾーンごとに設けている財務目安値は、景気の変動をある程度織り込んで設定している。R&I

は景気変動の一定期間を通じ、企業がこの目安値をクリアする能力を見ている。仮に、一時点の財務指

標が財務目安値を下回る、あるいは上回る場合でも、それが一過性（短期間）のもので、近い将来、財

務目安値の範囲に収束することが見込めれば格付を変更しない可能性が高い。その結果、事後的にみた

格付別のデフォルト率の実績は、景気が改善する局面では全般に低下する傾向にあり、景気が悪化する

局面では上昇することとなる。 
財務目安値を下回る、あるいは上回る局面において、それが事業環境の構造的な変化によるもので、

格付に織り込んでいた範囲を超えて生じたものと判断する場合、格付の変更につながる可能性が高い。 
個別企業の分析では、一定の環境認識のもと、クレジットストーリーを作成し検討している。 
 

２．事業リスクの分析（主として定性評価） 
2-1. 産業リスク評価 
産業リスクは、原則として発行体が属する業界の標準的なリスクを指す。事業リスクを構成する要素

の 1 つで、収益基盤や財務基盤へ影響を与える構造的な要素を示したものである。 
 

2-1-1. 産業リスク評価で用いる業種 
 産業リスク評価で用いる業種は、日本標準産業分類のような統計で使用されるものを適用するのでは

なく、実態的なリスク特性などを踏まえて設定している。 
 

2-1-2. 産業リスク評価の対象とする市場 
産業リスクの評価にあたり、まず、対象発行体が属する業界の主たる収益基盤となる市場を特定する。

国内／外の市場の垣根がなくグローバルに競争している業界がある一方で、内需依存型である場合、対

象とする市場は主に国内に限定される。前者の場合は産業リスク評価の対象市場をグローバル、後者の

場合は国内としている。もっとも、国内市場の成長が期待しにくいことから、内需型企業であっても、

海外展開を図る事例も増えており、グローバル、国内の区分は必ずしも固定的なものではない。 
 
2-1-3. 産業リスクを規定する要因とその評価 
産業リスクは主として以下の視点から評価する。 
 

１）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 
対象とする市場の規模とその成長性、変動性を評価する。市場規模は企業が事業活動を営むフィール

ドの大きさを示し、売上高、流通総額または資産規模で捉えている。鉄道や小売、地方銀行など個別企

業の展開地域が限定されるような場合でも、産業全体の市場を対象とする。市場が成長していれば追加

的な収益獲得の余地が広がるし、市場規模が縮小と拡大を繰り返す等変動が激しい場合は収益変動リス

クが高まる。 
 

２）業界構造（競争状況） 
産業全体の平均的な姿を念頭に競合他社との競争状況を評価する。その際、産業ごとに重要となる競

争要因を特定している。「参入障壁の高さ」「プレーヤーの数」「価格競争の激しさ」「マーケティン

グ、販売力の差の有無と程度」等が視点になる。 
 

３）顧客の継続性・安定性 
一度顧客となったものの、他社へ乗り換え、将来顧客でなくなるリスクの程度を評価する。「実質的

に乗り換え（代替）可能か」「利便性での比較優位の存在」「乗り換えに伴う有形・無形のコスト」が

主な判断要素。経済的なコストを考慮した乗り換えやすさの程度と、仕組み作りやブランド力などによ
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り有形・無形のインセンティブが働き継続性が保たれているか、など踏まえて評価する。 
 

４）設備・在庫投資サイクル 
「設備投資の頻度」と「投資回収の確実性」の両面から評価する。設備投資は、新規投資に加え技術

革新や設備更新に伴う設備の入れ替え、競争力の維持・強化のための既存設備への追加投資などがあり、

投資の頻度が多ければそれだけ当該産業の投資・回収リスクが大きいといえる。設備投資の回収期間は、

いわゆる法定耐用年数ではなく実質的に次の投資が必要になるまでの期間でとらえる。投資回収の確実

性という点では、回収が長期にわたっても投資の頻度が少なく回収の確実性が高ければ高く評価する。 
投資の対象は設備だけでなく在庫投資や研究開発投資も含めて考える。装置産業はメンテナンスが必

要だが、長期間での投資回収を前提としており、キャッシュフローの安定性が高ければ比較的高く評価

できる。製品のライフサイクルが短いうえ、巨額の投資が頻繁に必要となる産業は投資回収の不確実性

が高いため、評価は低くなる。 
 

５）保護・規制、公共性 
規制等によって参入障壁や一定の利益が確保できるような仕組みが設けられている、あるいは、経営

困難に陥った場合の保護が制度化されているといった場合は、産業リスクを軽減する要素として評価す

る。電力、ガス、鉄道など公共性の高い業界や預金取扱金融機関など金融システム安定性確保の観点か

ら一定の保護・規制がある業界では、ポジティブな要素となっている。もっとも、これらの保護・規制

は個別企業を保護するためのものではなく、世界的に見ても公的資金を個別企業に投入する場合、株

主・債権者などの利害関係者にも負担を求める動きがある。規制や保護はその時々の政治的経済的情勢

にも影響を受け、産業リスクの軽減または増大につながる可能性があるため、その動向には注意を払う

必要がある。 
 
６）その他のリスク 
 １）～５）のほか、特定の業種について特に織り込むべきリスクがある場合は、産業リスクの評価に

織り込むことがある。 
 
2-1-4. 産業リスク評価と ESG（環境・社会・ガバナンス）要素 

ESG のうち環境要素と社会要素は、需要動向や競争環境、投資負担、規制等を通じて、産業リスクに

影響を及ぼすことがある。地球環境に響く二酸化炭素や他の温室効果ガスの排出を削減するために、世

界的に導入・強化が進む環境規制がその代表例である。厳格化する環境規制によって、対象となる商

品・サービスの需要減少や代替品の需要増大が促されたり、競争環境の変化や投資負担の増大につなが

ったりする可能性があり、「市場成長性」「業界構造」「投資サイクル」などの変化を通じて、産業リ

スクに影響し得る。規制の導入や変更が産業の不確実性を増大させる場合などは、「保護・規制、公共

性」を通じて産業リスクの評価に影響する可能性もある。 
 

2-1-5. 産業リスクのカテゴリー 
産業リスクの度合いは企業の収益力や資本負債構成の水準などに影響を与える。リスクが大きい産業

で事業を営む場合にはリスクの小さい産業に比べ利益率が高くないと取るリスクに見合わなくなる。資

本負債構成に関しても、リスクが大きい産業であれば、いざという時の損失を吸収するバッファーも厚

くしておく必要がある。結果として、格付評価上、産業としてのリスクが大きいほど、同じ格付を要求

するのにも高い収益性や保守的な資本負債構成が必要となる。 
R&I は産業リスクの大きさの程度を大まかに、小さい、比較的小さい、中程度、比較的大きい、大き

い、の 5 つのカテゴリーに分けている。カテゴリーに分けることで、相対的な産業リスクの大小を認識

することができる。後述する事業類型と組み合わせることで、同一事業類型内では、ほぼ同じ指標で業

種間の相対感を比較できるケースが多い。 
なお、産業リスクのリスク認識は経済・事業環境の変化に伴い変動する。R&I では前述の１）～６）

の観点から定期的および必要に応じて産業リスクを見直している。 
 
2-2. 事業特性に応じた類型分け 
事業類型は、事業の特性に応じた業界区分である。企業間、業種間の比較をしやすくするため、共通
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の切り口から幾つかの類型に分けている。同一事業類型内では重視する財務指標が概ね似通っているこ

とから、産業リスクと組み合わせることで業種間の比較が容易になる。逆に、事業類型が異なる産業間

では、財務リスクの分析において重視する定量指標も異なる。 
R&I では事業類型をその特徴から、以下のように大別している。それぞれの特徴は次の通り。 
 

１）投資回収型 
製造業等、設備投資をキャッシュフローで回収する能力を重視する産業が主にあてはまる。投下資本

に対する利益率（ROIC）、ROA（総資産事業利益率）や投資に必要なキャッシュフローを確保してい

るか、一定期間で投資回収が可能かを見る。設備投資や有利子負債の回収／返済年数（純有利子負債

EBITDA 倍率）、資本負債構成（自己資本比率、ネット D／E レシオ）などを重視する。 
 

２）資産運用型 
外部から調達した資金を原資に営業資産を積み上げ運用収益を稼ぐビジネスモデル。金融業の多くが

該当する。業務を展開する中で抱える様々なリスクに対し、資本などのリスクバッファーがどの程度あ

るかを見るリスク耐久力を重視する。収益力の評価では営業資産から適切な信用コスト控除後利益やリ

スク調整後利益を確保しているかが重要で、これらをベースにした ROA を重視する。 
 

３）資産活用型 
不動産賃貸業や百貨店業が該当する。不動産などの保有資産を長期にわたって活用し収益を得るビジ

ネスモデルを主に想定している。物件の立地、仕様などといった競争力やブランド力を確認するための

収益規模や利益率（ROA）のほか、安定したフロー収益で有利子負債を返済できるかを見る債務償還能

力の指標が重要である。 
 

４）資産回転型 
在庫や棚卸資産などの流動資産を回転させ一定の収益を確保するビジネスモデル。仕入れ－（加工）

－販売－仕入れのサイクルを繰り返し、基本的に販売と仕入れの差が収益となる。小売業、卸売業、不

動産分譲業などが該当する。商品等を仕入れた後付加価値をつけ一定期間内に売却しているか、その過

程で適正な利益率を確保しているかを重視する。マージンの度合いを評価する売上高営業利益率、

EBITDA マージンなどの収益性指標や利益規模を重視するほか、（棚卸）資産回転期間などの確認も重

要となる。 
 

５）複合型 
投資回収型、資産運用型、資産回転型などの特徴を併せ持つ。繊維、食品のトレーディングビジネス

から権益投資まで多様なビジネスを展開している総合商社、資産活用型である不動産賃貸業と、資産回

転型である不動産分譲業の両方を手掛ける総合不動産業が代表例。事業類型の異なる事業へ展開してい

る会社があてはまる。 
それぞれの事業類型で重視する要素の複合的な分析が重要になる。それぞれの事業のバランスを取っ

ているかという点ではリスク管理態勢も重視する。 
 

６）労働集約型 
陸運業や放送業等サービス業が主にあてはまる。また、ゲームソフト開発など人件費負担が重い業界

もこの類型に分類している。安定して期間利益を確保できるような収益・費用構造になっているかとい

う点で、利益率や経費率が重要な指標になっている。マーケティング能力の差やコストコントロール余

力も見逃せない。損益分岐点比率等が参考になる。収益基盤の価値を見るうえでは収益規模が、ストレ

ス下において期間損益が大幅に悪化した場合の財務耐久力を見る指標として自己資本比率などが重要で

ある。 
 
2-3. 個別企業リスク評価 
2-3-1. 個別企業リスク評価の視点 
産業リスクが対象企業の属する業界の標準的なリスクを示すのに対し、個別企業リスクは個社に固有

のリスクである。産業リスクが大きくても、個社の収益基盤が強く、適切なリスクコントロールによっ
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て不確実性を抑制することができれば、産業リスクの大きさを緩和し、事業リスクを逓減させることが

できる。 
個別企業リスクの評価は定性的な要素が中心になるが、利益や営業資産価値の変動の大きさは事業リ

スクの度合いを表すものとして検証材料になり得る。評価項目は、当該企業が属する業種の事業類型や

ビジネスモデルにより多様であるが、主として以下の項目を評価している。 
 

2-3-2. 個別企業リスクを評価する主要な項目 
１）対象とする市場の規模・特性 
 個別企業の主要事業が対象としている市場の規模・特性の分析は、収益基盤評価の基礎となる重要な

要素である。個別企業が対象とする市場は、属する産業全体の市場と一致するとは限らない。例えば、

鉄道、小売、預金取扱金融機関など地域展開している業種では、営業エリアの経済規模や多様性、人口

動態といった要素によって、収益機会の多寡や収益規模が制約される。製造業でも成熟した先進国市場

と、成長性の高い新興国市場では、製品に求められるものや販売戦略が大きく異なってくる。 
対象市場が特定地域など集中している場合は、集中リスクが信用力を制約する要素になる。小さな特

定のビジネスに集中している場合は、市場が不安定になり、消失リスクを考慮する必要が出てくること

もある。 
 
２）対象市場における地位 
対象市場の潜在的な価値をどこまで活用できているかを評価する要素。主に対象市場におけるシェア

の高さを見る。対象市場において高いシェアを安定的に維持できていることは、市場における競争力の

高さを示し、収益機会を獲得できていることを示唆する。 
 

３）事業ポートフォリオの構成・特性 
 個別企業が手掛けている主要な事業や対象市場の構成、分散・集中度など。収益のボラティリティー

に大きな影響を与える要素である。特性の異なる複数の事業を持っていれば、収益の変動を抑えること

ができ、事業リスクの低減につながる。先進国と新興国など異なる特性を持つ複数の市場で強みを持つ

場合も分散効果を評価できる。 
 手掛ける事業の数が多ければ、高い評価が得られるわけではない。それぞれの事業の競争力が強いこ

とが重要だ。あまりに多くの事業があると管理が困難になり、経営資源が分散して各事業の採算が悪化

することもあり得る。結果として不採算事業を抱えることになれば、むしろマイナス評価となる。また、

複数の事業を手掛けていても、各事業の連動性が高く、同じ方向に動く特性を持っていれば、リスクの

軽減にはつながらない。 
特定の事業や市場に集中している場合、集中リスクを考慮する必要が出てくる。ただし、経営資源が

限られている場合などは、強みのある事業に集中することが良い結果を生むことがある。手掛ける事業

が強く安定し、対象市場の質が高い場合などは、比較的高い評価につながることもある。 
 

４）顧客基盤 
収益機会の持続性・安定性を支える要素。顧客の分散度合い、顧客層の厚み、取引の厚み、などの視

点から分析する。良質な顧客との結びつきが強く、長年にわたって安定取引を確保していれば高く評価

することが可能だ。逆に、特定の顧客に依存して長い期間にわたり取引していても、競争劣位にある顧

客に集中していると評価は低くなる。 
 

５）製品（商品）・サービスの競争力 
 価格支配力を高め、高い収益性を維持するために重要な要素。製造業の場合、製品の競争力はキャッ

シュフローを生み出す も基本的な要素であり、製品の機能、品質、価格競争力、ブランド力といった

要素から構成される。製品群全体の構成も重要な要素だ。対象とする市場によって求められる要素は異

なり、例えば、先進国と新興国など規模や成長性の異なる市場で強い競争力を持つ製品（商品）を持っ

ていれば、キャッシュフローの厚みと安定性に寄与する。非製造業や金融業では提供するサービスの付

加価値、ソリューション提供力が重要になる。 
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６）技術力・研究開発力 
 技術力・製品力が差別化要因となる製品を取り揃え、市況変動の影響を受けにくくすることが、収益

の安定性向上に有効となる。どういった技術優位性を持つのか、それを維持するための研究開発の体制、

方針などを考慮する。先端技術で設備投資負担が重い産業の場合、技術革新への対応力が特に重要とな

る。業種によっては、世界的な環境規制強化への対応力が重要な要素になっている。 
非製造業や金融業においても、付加価値の高いサービス・商品を開発する能力が高い場合や、独自の

システムを構築し、ビジネス・インフラとして顧客に浸透している場合は、競争力の源泉になる。 
 
７）生産能力・生産体制 
 大規模な製造設備を必要とする場合、固定費負担が大きくなり、スケールメリットが強く働く。工場

など個々の製造拠点の競争力に加えて、需要変動や為替変動に対応できる生産拠点の分散や現地調達の

体制なども重要だ。環境変化に迅速・柔軟に対応できる生産体制を構築していれば、収益力・キャッシ

ュフロー創出力の安定化に有効である。 
 
８）マーケティング力、販売力・販売体制、サービス（メンテナンス）体制 
顧客との結びつきを補完するのはマーケティング力や販売体制、サービス（メンテナンス）体制だ。

マーケティング力の評価では、当該費用比率と売上高の伸び率の関係、顧客獲得コストと平均回収期間

の関係等の視点から、競争力を維持・向上させるコストとその効果を比較検討する。 
 対象とする市場の需要特性に応じたきめ細かい販売体制やサービス（メンテナンス）体制を構築する

ことは、競争力を確保するうえで重要だ。他社の追随を許さない販売・サービス網を構築できれば、事

実上の参入障壁となる。特性の異なる市場で強固な販売・サービス網を築けば、収益基盤の安定につな

がる。小売業など店舗展開している業種では店舗の競争力とその配置が重要になる。 
 
９）調達基盤の安定性・充実度 
安定的に事業を継続するためには、原材料、燃料、商品などを安定的に調達することが重要になる。

製造業の場合には主に、製品を製造するための原材料調達の安定度、価格交渉力を評価している。小売

業・卸売業・商社などでは、取扱商品を安定的に仕入れるため、仕入先との関係が重要である。金融業

のように営業活動の原資が資金である場合には資金調達力として資金調達基盤の充実度・安定度を評価

している。 
 
１０）コスト構造の柔軟性 
固定費を企業のマネジメントでコントロールできるか、環境変化に合わせたコスト構造の柔軟性がど

の程度備わっているかを評価する。特に売上高の変動が大きい業種の場合、柔軟なコスト構造を構築す

ることで、利益の変動を抑制できているかをチェックする必要がある。業種特性を踏まえ、一定の景気

循環の中で起こりうる収益変動幅を考慮して、評価に反映する。将来の固定費負担につながる投資の方

針、固定費の抑制や変動費化の度合いなどといった要因も踏まえて評価している。 
 

１１）リスクプロフィール／リスク選好度、リスク管理態勢 
 リスクを取ってリターンを得ることを基本とする金融業や、継続的な事業投資を行う総合商社などで

特に重要な要素。金融業では、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなど主要なリスクをどのように

取っているかを示すリスクプロフィールは将来の財務リスクの変化を決定付ける要因である。 
リスク選好度の評価も欠かせない。業務領域や営業エリアの拡大に対応して、適切かつ十分な経営管

理、リスク管理、内部統制が機能しているかがポイントになる。積極的な事業展開を進め組織が巨大化

しリスク選好度が高くなる一方、経営管理などが十分に伴っていない場合には、信用力にネガティブな

影響を与える。 
一般事業会社の場合も受注・投資などの適切な管理が重要である。先進国市場の成長性が低くなり、

世界経済の構造変化が進む中、多くの企業が海外事業や新事業領域開拓のための投資活動を活発化して

いる。リスク選好度とビジネスモデルに見合った経営管理態勢を構築することが重要になってきている。 
 
１２）ガバナンス要素 
コーポレートガバナンスは、経営課題の認識とそれに基づく経営戦略の策定・実行に影響を与え、事
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業リスクを低減または増大させる要素となる。東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」

では、「『コーポレートガバナンス』とは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を

踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する」としている。 
企業の所有・支配構造、取締役会等の「ガバナンス体制」、経営者の業務執行能力、経営管理体制等

の「経営執行」、内部統制の適切性やコンプライアンス等の「内部統制」の 3 つの観点から体制の整備

状況、運用状況の両面を評価する。また、これらを適切に評価するには、その前提となる企業風土・文

化の理解が欠かせない。 
 

１３）環境要素・社会要素 
「持続可能な社会の実現」に向けて、企業には環境負荷、気候変動の抑制や安全・衛生、労働環境な

どへの配慮がこれまで以上に求められるようになっており、関連する規制も強化される方向にある。環

境・社会要素は産業リスクに影響するものもあるが、様々な経路を通じて個別企業リスクを変化させ得

る。例えば、環境規制の強化や品質・安全基準の変更などが、主要業種が対象とする市場規模の縮小に

つながることもあれば、新たな収益機会を生み、市場規模の成長を促すこともある。環境規制強化への

対応力は「技術力・研究開発力」を経由して「製品（商品）・サービスの競争力」を変化させ、その影

響は「対象市場における地位」「顧客基盤」「生産体制」などにも広がる可能性がある。R&I は、環

境・社会要素のうち信用力に与える影響が大きなものを評価に織り込む。 
 

３．財務リスクの分析（主として定量評価） 
事業リスクに対して財務面でどの程度の耐久力、戦略的な投資余力があるかを見極める。財務リスク

の分析では、財務諸表の加工によって得られる様々な財務指標を検討するほか、財務運営方針、資金調

達基盤、流動性リスクに対する管理方針などの定性面も評価している。必要に応じて、財務諸表上の数

値を実態に合わせて調整して分析する。 
 
3-1. 財務リスク評価の要素と視点 
収益力、規模・投資余力、債務償還年数、財務構成などが主な視点となる。また金融法人では、リス

ク耐久力、資産の質、収益力、流動性を重視している。これらの項目に関して、産業リスクと事業特性

を踏まえて指標とその目安を設定している。評価にあたっては、直近決算期末のようなある一時点の指

標ではなく、将来見通しを含めた数期間をベースに評価する。製造・販売事業と販売金融事業のように、

大きく異なる事業類型のビジネスを持つ場合は、財務諸表を事業類型別に区分して評価することがある。 
主要な評価項目について以下に述べる。 
 

１）収益力 
収益力の強さと安定性の評価は、将来のキャッシュフローを予測する基礎となる。評価にあたっては、

投資回収型を中心に、金利、非現金支出、税率といったものを調整した投資余力という観点から、

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）を用いる場合も多い。 
売上高規模に見合った利益を確保できているかを見る売上高営業利益率、EBITDA マージンのほか、

投下資本や運用資産に対する収益率を表す ROA などが重要になる。 
 

２）規模・投資余力 
競争力を維持・向上させるためには顧客ニーズの高度化に対応できるだけの設備投資、研究開発が必

要になる。市場環境の好不況にかかわらず、一定の投資余力を持つ必要がある。 
毎期獲得している EBITDA が大きければ、より大きな投資案件に取り組むことが可能になる。自己

資本が大きければ、景気後退局面での需要の減少による損益の悪化、営業資産の減損など、より大きな

リスクの発生を吸収でき、大きな業容を支えることができる。また、自己資本、EBITDA は、M&A な

ど戦略的な投資への余裕度を見る指標にもなる。研究開発型の企業では、研究開発（R&D）投資額も重

要になる。 
 

３）債務償還年数 
有利子負債をキャッシュフローで返済するのに何年かかるかを見る債務償還年数は、債務の返済能力

を直接的に表す指標として重要性が高い。事業特性を踏まえ、合理的な期間で債務を償還できるかを評
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価する。（純）有利子負債 EBITDA 倍率、（純）有利子負債営業キャッシュフロー倍率が代表的な指

標である。 
 

４）財務構成 
（ネット）D／E レシオ、自己資本比率、有利子負債依存度など資本負債構成を表す指標が代表的な

ものである。損益悪化時や資産の減損等へのリスクバッファーとして自己資本の充実度は重要である。

特に産業リスクの大きなビジネスでは重要で、高い信用力を維持するためには、純有利子負債がマイナ

ス（ネットキャッシュ）となっていることが求められる場合も多い。また、不況時にも金融機関から設

備投資資金、運転資金の調達を円滑に行えるよう資本負債構成のゆとりが重要となる。価格変動リスク

の大きな資産を抱える業種や継続的な事業投資を行っている場合などには、「販売用不動産／自己資本」

「投資有価証券／自己資本」のようにリスク資産と自己資本のバランスを重視する場合もある。 
 

５）リスク耐久力 
 金融業の評価で極めて重要な指標であり、総合商社の評価でも重視している。業務を展開する中で抱

える様々なリスク（＝経済資本）に対し、資本などのリスクバッファーがどの程度あるかという観点で

の資本の十分性を評価する。信用リスク、市場リスクなど主要なリスクとリスクバッファーの対比が主

要な評価項目である。リスクは、VaR（バリューアットリスク）や UL（非期待損失）などのリスク量

をベースに、ストレスシナリオへの脆弱性を加味して評価する。リスクバッファーは、必要に応じて資

本性に関する調整を行ったコアの資本を重視し、今後の利益による内部留保の積み上げも考慮する。定

量評価に加えて、リスク管理態勢・自己資本管理といった定性評価を加えることで将来にわたり資本を

維持する能力を評価する。 
 
６）資産の質 
 主として信用リスクを取ることを業務の中心としている金融機関等の評価で特に重要な要素。不良債

権比率、信用コスト率といった定量指標に加え、ポートフォリオの資産タイプ別構成、資産査定や引き

当て・保全の厳格さも検証する。 
 
７）流動性 
流動性リスクは債務不履行のトリガーになりかねない要素であり、金融業など多額の資金を調達して

営業資産を積み上げる資産運用型のビジネスでは極めて重要である。流動性リスクの評価にあたっては、

資産負債構造や資金調達の安定性に加え、ストレス環境下での流動性バッファーの水準、中央銀行を含

む代替的流動性へのアクセス能力を調べる。預金という安定的な調達手段を持たないノンバンクは流動

性リスクが大きく、金融機関との取引関係、今後の資金調達余力、手元流動性の状況などを入念に調査

する必要がある。 
その他の事業類型のビジネスでも特に信用力が低くなるにつれて、流動性リスクの評価は重要になる。

また、営業資産を一定期間で回転させる資産回転型の事業類型の場合、製造業に代表される投資回収型

の事業類型に比べ環境変化の影響が短期間で生じやすいという特徴があり、流動性リスクが顕在化しや

すい。 
 
８）財務運営方針 

財務リスク評価に関する定性的要素として、財務運営方針を確認する。高い信用力を安定的に確保す

るには、財務規律が維持されていることが重要である。企業として維持すべき財務指標に関する認識や

株主還元方針などを確認する。特に、買収・合併等の経営判断に際し、資金調達をどうするか、その結

果、財務の安定性をどう保つのかを確認することは不可欠の視点である。 
 

3-2. 財務諸表の調整 
 財務リスクを評価するにあたっては、必要に応じて、発行体の経済的実態をより正確に表すように財

務諸表上の数値を調整し、財務分析した結果も考慮する。また、実際に調整しない場合でも、定性的に

評価に織り込むこともある。負債の網羅性を高める上で、リース取引や証券化について財務調整をする

ことがあるが、調整の対象はこれらに限らない。 

 



 

  格付方法 
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１）リース取引 
 オペレーティングリース取引としてオフバランス処理されていても、営業に必要不可欠な資産で、バ

ランスシートの規模に比して重要と判断したものについては、資金を有利子負債で調達・購入したもの

として財務諸表上の数値を調整し、財務分析した結果も考慮する。経済的実態を踏まえた上で、リース

相当額を有利子負債とみなすか否か検討が必要な場合もある。 

 

２）証券化 
 R&I では証券化を資金調達手段の 1 つとしてみており、バランスシートの変化はあるものの、信用力

への影響は基本的に中立であると考えている。評価にあたっては、信用力が悪化した場合に債権者に担

保提供できる資産が減少する、証券化を継続的に実施している企業において証券化の実施が困難になっ

た場合、他の手段での調達が必要になる、ことなどにも留意する。また、証券化した資産を実質的に取

得する蓋然性が高くないかなどにも留意する。 
 

3-3. 事業リスクの分析と財務リスクの分析の関係 
格付は、産業リスクを踏まえた財務目安値に対する充足度と個別企業リスクの評価を合わせて総合判

断して決定している。事業リスクの分析と財務リスクの分析は相互に関連しており、また、産業によっ

てそのウエートも異なる。格付は 終的にこれらの総合評価であり、単純に加重平均しているわけでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 
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