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（意見募集）「グループ企業の格付の考え方（仮称）」について 

-「親会社と子会社の格付の考え方」「金融グループの格付の考え方」見直し 

 

 格付投資情報センター（R&I）は、「親会社と子会社の格付の考え方」ならびに「金融グループの格付

の考え方」の見直しを検討しています。連結子会社などグループの傘下企業は事業会社、金融機関にか

かわらず「親会社と子会社の格付の考え方」で評価し、同時に「親会社と子会社の格付の考え方」と「金

融グループの格付の考え方」の両方に含まれる持株会社の評価方法を分離、統合し「持株会社の格付の

考え方（仮称）」を制定します。また、今回の見直しに合わせて、「親会社と子会社の格付の考え方」

は「グループ企業の格付の考え方（仮称）」へ方法名を変更。格付方法を構成する要素が他の格付方法

に移行・統合される「金融グループの格付の考え方」は廃止します。 

「持株会社の格付の考え方（仮称）」については従来の考え方を何ら変更せずに統合のみ行うため、

同方法の制定による発行体の格付への影響はないと考えています。一方、「グループ企業の格付の考え

方（仮称）」は金融機関などを評価対象に加えるほか、連結子会社などに限らず、グループの影響を実

質的に受けている企業に広く適用します。対象が広がることとグループ信用力の反映の度合いが変わる

ことにより、格付を変更する発行体が出てくると予想されます。 

R&I では、「グループ企業の格付の考え方（仮称）」の改定方針に関して、市場関係者からの意見を

2022年 1月 19日まで募集します。R&I は意見募集の結果を参考にして、2022 年 2～3月をめどに格付方

法の改定を公表する予定です。 

 

■ 改定を検討する主な背景 

 コーポレートガバナンスへの関心が強まり、親子上場のあり方を問われる機会が増えています。脱炭

素化、デジタル化といった社会の変化が後押しする形で、上場している子会社を完全子会社化してグル

ープの一体性と機動力を強める動きもあります。非上場会社を含め、グループシナジーの最大化やガバ

ナンスの強化を目的とした組織再編・統合なども珍しくありません。 

事業内容や経営方針・文化、規制の有無などグループが置かれた状況によって差はあるものの、グル

ープ内の経営資源を有効活用した企業価値の最大化を求めて、グループの一体性は総じて強まる方向に

あると考えられます。従来の格付方法の下では独立性の高さやグループ全体への利益貢献度の小ささな

どを理由にグループ信用力を全く織り込んでいない、もしくは十分に反映できていない例もあります。

そのため、資本関係や機能の一体性といった個々の状況を見極めて、グループ信用力をより実態に即し

て反映できる方法への改定を検討しています。 

 

■ 改定案の概要 

1.スタンドアローン評価の概念の変更  

親会社や主要株主（以下、親会社等）のグループに属していることの取引上のメリットなど、既に事

業や財務の状況に表れているものや、通常の将来見通しの中に織り込めるようなものはこれまでと同様

にスタンドアローン評価に含まれます。それとは別に、スタンドアローン以外の要素としてノッチアッ

プにより子会社の格付に反映することがある親会社等のグループからの支援、その他の広範な有形・無

形のメリットについても、事業リスク評価・財務リスク評価への反映を通してスタンドアローン評価に

含めます。このことにより、親会社等の信用力が非常に高い、あるいは親会社等との信用力の乖離が大

きい場合、子会社のスタンドアローン評価自体を引き上げる力が強まり、逆に親会社等の信用力が低い

場合、スタンドアローン評価自体にマイナスに働くことになります。 
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2.格付方法の適用対象の広がり 

適用する対象については議決権比率と当該グループにおける機能の重要性などから判断します。規模

が小さい、もしくはグループとの事業上の関係が一見薄いような場合でも、株主総会の特別決議を単独

で成立させられるほどの非常に高い議決権比率であれば、経営判断やデフォルトリスクの実質的な共有

状況を踏まえ、親会社等のグループ信用力をそのまま反映ないし近い格付を付与することが想定されま

す。 

連結対象の子会社に限らず、その企業やグループの実態に即して持分法適用会社やそれに満たない関

係の企業の事業リスク評価や財務リスク評価にも反映することがあります。また、上場企業であれば経

営の独立性を考慮しつつ、グループに属するプラス・マイナス要素を加味します。 

将来的に親会社等のグループから切り離される可能性は、その実現を合理的に織り込める段階になっ

てから速やかに評価に織り込みます。 

 

■ 格付方法の改定に関係する格付対象 

今回の格付方法の改定によって、議決権比率は高くても非中核事業であるなど事業上のシナジーの薄

さからグループ信用力の反映が限定的だった連結子会社、グループにおける事業の重要性は高くても議

決権比率の低さからグループ信用力を反映してこなかった持分法適用会社、あるいは将来的に切り離さ

れるリスクをあらかじめ強く織り込んでいた企業などの格付に影響があります。親会社等の状況により

マイナスにも働くことはありますが、R&Iが現在格付を付与している企業については、格付方法の改定

により格付を下方に変更する発行体はないと考えています。親会社等の信用力が非常に高い、あるいは

親会社等との信用力の乖離が大きい場合などは、最終的な格付の変更幅が複数ノッチになる可能性があ

ります。 

R&I の格付付与先で、連結子会社や持分法適用会社となっている発行体は約 200あり、そのうち格付

を変更する発行体は連結子会社を中心に 1割程度とみられます。業種別にはリースや銀行など金融が過

半を占める見通しです。格付変更が予想される企業については速やかに見直しを行う予定です。 

 

■ 意見募集 

本件に関して意見のある方は、2022年 1 月 19 日までに、氏名、所属組織があれば所属名、連絡先を

明記の上「infodept@r-i.co.jp」まで電子メールを送付してください。電子メールの件名は「（意見募

集）「グループ企業の格付の考え方」について」と記載してください。 

 

 

以上 

 



 

  格付方法 
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グループ企業の格付の考え方（仮称） 
 

 

この格付方法は親会社、または主要株主が存在する企業の格付の考え方を示す。主として親会社を持

つ連結子会社に適用し、実態に応じて持分法適用会社などにも適用する。 

R&I では親会社や主要株主が存在する子会社や持分法適用会社を格付する際、親会社または主要株主

（以下、親会社等）のグループ信用力を確認する。グループとして認識する対象範囲は親会社等とその

連結子会社で構成される連結の企業グループを基本とし、親会社等の連結グループ全体の事業リスクと

財務リスクで構成された評価を R&I ではグループ信用力という。持分法適用会社などの事業リスクや財

務リスクがグループに重要な影響を及ぼす可能性があれば、グループの範囲に含めることを検討する。 

グループ信用力は通常、親会社等の発行体格付と同等の評価になる。事業リスクと財務リスクの評価

の詳細は格付方法「事業法人等の信用格付の基本的な考え方」を参照されたい。 

 

子会社等の発行体格付の考え方 

1.共通 

子会社等の債務の返済者はあくまで当該会社自身であることから、当該会社自身の事業リスク評価・

財務リスク評価を踏まえたスタンドアローンの評価をベースに考える。グループに属していることの有

形・無形の事業・財務への効果、グループ内における位置付けはスタンドアローン評価に含めて評価す

る。 

子会社等の位置付けは議決権比率や機能性などの面から総合的に判断する。具体的には親会社やグル

ープにおける当該会社の役割や経営戦略上の必要性、事業上のつながり、親会社やグループによるガバ

ナンスの状況（議決権所有割合や経営管理面など）、子会社等が経営悪化や破綻に陥った時の親会社や

グループに与える影響と支援姿勢などを確認する。親会社等、あるいは子会社等のいずれかが非居住者

であれば当該国の法制度や商慣習などに違いがあり、国内と同様には扱えない。 

資本関係や事業の状況から経営の一体性などが非常に強いと判断すれば、グループ信用力をそのまま

反映ないし連動する形で子会社等の格付を付与することがある。ただし、親会社等の経営方針は変わり

得る。子会社等の成長過程やグループの経営戦略、グループの信用状態などが変われば当該子会社等の

信用力に影響する可能性がある。 

親会社が議決権比率に応じて経営に関与できるため、子会社の格付は通常、グループ信用力が上限に

なる。 

 

2.上場会社の場合 

 上場していても非上場会社と同様にグループに属していることの事業・財務への効果、グループ内に

おける位置づけをスタンドアローン評価に含めて評価することは変わらない。 

上場していて独立性が高い会社や、法制度および公的規制などの存在によりグループのリスクが遮断、

隔離されているような会社の発行体格付は、グループ信用力を上限とするとは限らない。ただし、親会

社の連結財務諸表には子会社の財政状態がすでに反映されており、一般には子会社の発行体格付がグル

ープ信用力を大きく上回るとは考えにくい。グループとの事業の関連性が薄く独立性が高い場合でも、



 

  格付方法 
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ガバナンスの実態やグループのリスクが及ぶ影響などを十分確認する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●お問い合わせ先 株式会社格付投資情報センター マーケティング本部 カスタマーサービス部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア 

                           TEL.03-6273-7471 https://www.r-i.co.jp E-mail infodept@r-i.co.jp 

 R&I が格付対象の評価に用いる格付付与方針及び格付方法（以下「格付付与方針等」と総称します）は、R&I が独自の分析、研究等に基づいて作成し

た R&I の意見にすぎず、R&I は、格付付与方針等の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明

示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I は、格付付与方針等の開示によって、いずれかの者の投資判断や財務等に

関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、格付付与方針等の内容、使用等に関して使用者その他の第三者に発生

する損害等につき、請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、何ら責任を負いません。格付付与方針等に関する一切の権利・利益（特許権、著作権そ

の他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰属します。R&I の事前の書面による許諾無く、格付付与方針等の全部又は一部を自己使用の目

的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 
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持株会社の格付の考え方（仮称） 
 

 

この格付方法は、持株会社の格付の考え方を示す。 

R&I では持株会社を格付する際、当該発行体が属するグループの範囲を把握する。グループとして認

識する対象範囲は親会社/主要株主とその連結子会社で構成される連結の企業グループを基本とし、親会

社/主要株主の連結グループ全体の事業リスクと財務リスクで構成された評価を R&I ではグループ信用

力という。関連会社等の事業リスクや財務リスクがグループに重要な影響を及ぼす可能性があれば、グ

ループの範囲に含めることを検討する。 

 
1.持株会社の発行体格付の基本的な考え方 

親会社の中にはグループの統括と経営管理等に特化、あるいは軸足を置き、自ら事業活動を行わない、

または一部の事業しか行わない純粋持株会社や事業持株会社が会社形態としてある。こうした持株会社

の発行体格付においてもグループ信用力をベースに考える。 

持株会社の主たる収益源は子会社からの配当や貸付金利息、ブランド使用料などである。事業からの

キャッシュフローを直接得ることができず、債務の返済原資は通常、子会社からの配当や貸付金の弁済

資金等となる。規制上の制約がある金融機関と異なり、事業会社は子会社から持株会社への資金の流れ

に制約が生じる可能性は小さい。グループの一体性等に問題がなければ、持株会社の発行体格付はグル

ープ信用力と同等になる。子会社のキャッシュフローを自由に使えず子会社からの配当など資金の流れ

が滞る、あるいはグループ内の資金循環が十分でなくなる懸念があれば、グループ信用力より低い格付

を検討することがある。 

 

2.金融持株会社の考え方 

銀行持株会社、証券持株会社、保険持株会社など金融持株会社の発行体格付は、持株会社に固有の要

因により、グループ信用力からノッチダウンすることが一般的である。グループを構成する金融機関等

と金融持株会社のデフォルトの可能性は、必ずしも同一ではなく、金融持株会社の方がやや高いとみら

れるためだ。その理由は、主に、規制・監督・破綻処理（Resolution）における位置付け、財務規律、

財務上の特徴――などで、これらを総合的に評価して、ノッチダウンの必要性とその幅を判断する。通

常、その幅は 1 ノッチだが、国・地域や業種の特性などの観点からの必要性に応じて、複数幅を検討す

る。 
金融機関等と金融持株会社のリスクの差は、グループ信用力が高ければ僅かだが、低下してくると大

きな差が生じてくる。例えば、スタンドアローンの評価が著しく低下して BBB－未満になっている場合、

政府による特別支援の可能性を、銀行の発行体格付には反映させてフロアー水準の BBB－とし、銀行持

株会社の発行体格付には反映させないことで、結果として、ノッチダウン幅が大きくなることがある。 
一方、金融グループの構造が単純で、規制・監督・破綻処理（Resolution）における位置付け、財務

規律、財務上の特徴を踏まえてもノッチダウンの必要性がないと判断した場合は、例外的にグループ信

用力と同格になる。 
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① 規制・監督・破綻処理（Resolution）における位置付け 
金融持株会社は傘下金融機関等の健全性を維持する責務があり、一般に、グループベースの規制・監

督を通じ、金融機関等と同様に当局の規制・監督下に置かれている。金融機関等には預金保険制度や公

的資金の注入を含む特別な破綻処理（Resolution）法制が存在し、金融持株会社もその対象に含まれる

場合が多い。これらの枠組みは金融持株会社の信用力に恩恵を与えている。もっとも、これらの枠組み

は当局が金融機関等の健全性維持や秩序立った再建・破綻処理（Recovery & Resolution）を実現するた

めに、持株会社の機能を活用した方が適当な場合があるからに過ぎないとみられる。金融持株会社に対

する政府による特別支援は、金融機関等、とりわけ銀行に対するものよりも弱いと R&I は考えている。 
各国・地域の法制や、当局の明示する破綻処理（Resolution）戦略及び損失吸収ヒエラルキーの順序な

どにより、金融機関等と金融持株会社との間でデフォルトの可能性の差が明確になっている場合がある。

すなわち、単一の当局が、金融グループの最上位に位置する金融持株会社等に対して破綻処理

（Resolution）権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法（SPE（Single 
Point of Entry）アプローチ）を採用する国・地域において、損失吸収ヒエラルキーの順序によっては

金融持株会社の債務が金融機関等の債務と比べて全般的にリスクが高いことがある。その場合、必要に

応じて、持株会社という存在自体に起因するノッチダウンを検討する。当局から十分に規制・監督され

ていない金融持株会社は、持株会社に固有のリスクが顕在化する可能性がより大きいとみられる点も考

慮する。 
 
② 財務規律 

金融持株会社は、当局からは傘下金融機関等の健全性を維持するという役割が要請されている一方、

一般に、株主からは高い成長性や資本効率を求められている。この時に相反する要請のしわ寄せは金融

持株会社の財務に反映されやすく、金融持株会社が構造的に抱える固有の特性といえる。そのため、金

融持株会社にはより厳しい財務規律が求められる。 
金融持株会社は M&A（合併・買収）や配当・自社株買い、子会社の資本増強などに際し、市場など

外部からの資金調達や傘下金融機関等グループ内での借り入れによって、財務レバレッジを高めること

がある。過去に注入された公的資金の返済やグループ内再編などによっても財務レバレッジが高まるこ

とがある。 
R&I は、財務規律を評価するにあたり、財務レバレッジの抑制方針や負債の資金使途を重視している。

一般に、財務レバレッジの上昇について、資金使途が M＆A や配当・自社株買い、子会社の資本増強な

どの場合には財務規律が緩いといえ、公的資金返済やグループ内再編などの場合には必ずしも財務規律

が緩いとはいえない。 
 
③ 財務上の特徴 

持株会社の債権者は、破綻時の子会社の資産に対する請求権において、子会社の債権者に構造的に劣

後する。この構造的な劣後性は、金融グループの破綻処理（Resolution）の中でも考慮されている。 
構造的な劣後性は、持株会社単体のバランスシート構造がダブルレバレッジの状態にある場合に、よ

り顕著になる。ダブルレバレッジとは、持株会社傘下の子会社が財務レバレッジを効かせていることに

加えて、持株会社単体でも関係会社株式等を負債でファイナンス（関係会社株式等÷持株会社の資本＞
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100％）することで、二重にレバレッジを効かせた状態をいう。関係会社株式等は第一義的には関係会

社株式で認識するが、劣後ローンなど資本性商品が固定的に割り当てられている場合にはこれも含めた

数値も考慮する。ダブルレバレッジは、ある一時点だけでなく、将来的な可能性も踏まえて評価する。 
持株会社のキャッシュフローが子会社からの配当金に依存しているほか、その配当金の吸い上げが規制

で制限される場合もあるなど、キャッシュフロー創出力の構造的な弱さも金融持株会社の特徴だ。ダブ

ルレバレッジの状態にある場合には、債務の元利払いの一部が関係会社からの配当金に依存する構図が

鮮明になる。もっとも、金融持株会社は傘下の銀行を中心に金融機関等の資金調達力が強く、傘下の金

融機関等からの借り入れなどの方法により債務の元利払いに必要なキャッシュフローは十分に確保でき

ることが一般的だ。そのため、キャッシュフローの構造的な弱さを主因にノッチダウンすることはない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
●お問い合わせ先 株式会社格付投資情報センター マーケティング本部 カスタマーサービス部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア 

                           TEL.03-6273-7471 https://www.r-i.co.jp E-mail infodept@r-i.co.jp 
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