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この格付方法は銀行などの預金取扱金融機関を対象にしている。主として商業銀行業務を展開する金

融機関を対象に、幅広い金融サービスを提供するユニバーサルバンクや特定の業務のみを展開するナロ

ーバンクにも適用する。ユニバーサルバンクは金融グループ全体を包括的に評価する本方法「預金取扱

金融機関」に加え、グループで一定割合以上の事業や子会社・関連会社に関してはそれぞれの業種別格

付方法を用いて、総合的な評価を行う。なお、協同組織金融機関・系統金融機関とその中央金融機関に

は追加的な評価の枠組みを示すことで、この格付方法を適用する。 

 

I．政府による特別支援の発行体格付への反映方法 

銀行の発行体格付では政府による特別支援を考慮するが、反映方法は国によって異なる。各国の規

制・監督の枠組み、預金保険制度、支援の財源、破綻処理法制、ベイルイン（株主・無担保債権者など

による損失吸収）方針などを踏まえ、特別支援に対する政府の意思と能力を検討する。預金及びシニア

債務に対する保護が非常に強い国の場合、銀行の格付に政府による特別支援を反映することがある。一

方、銀行のシニア債務が全般的にベイルインの対象となる国の場合、銀行の格付に政府による特別支援

は反映しない。 

政府による特別支援は銀行の格付のフロアーとして反映させる。政府はシステミックリスクの回避の

ために特別支援を実施する。特別支援は実質的な破綻状態にある時に一時的に実施され、銀行のスタン

ドアローン評価が改善すれば支援は終了する。そのため、R&I は政府による特別支援を必要としていな

い健全行の格付をアップリフトすることはしない。 

銀行の格付のフロアー水準は通常 BBB－である。格付フロアーの対象にはならない銀行のスタンド

アローン評価が BB ゾーン以下の場合は、政府による特別支援の蓋然性に応じてアップリフトすること

がある。 

 

II．ソブリンの格付との関係 

 銀行の格付は、原則、所在する本国のソブリンの格付が上限になる。ソブリンの信用力と銀行の信用

力は平時には連動しないが、危機時には預金封鎖などを通じて連動性が急速に高まる傾向がある。銀行

の事業ポートフォリオがグローバルに分散されている場合や、本国のソブリン債務（国債）の保有が少

ない場合でも、ソブリンの格付が上限になるとの原則を免れることは極めて難しい。 

預金取扱金融機関 
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III．事業リスクの評価 

1．産業リスク 

産業リスクは本源的には非常に大きい。これは銀行が（1）マクロ経済の変動、とりわけ不況期の影

響が銀行システムに集中して表れやすい（2）信用創造機能を担う主体として、本質的に財務レバレッ

ジが高い（3）期間変換機能を担う主体として、本質的には流動性リスクが高い――という特徴を持つこ

とに起因している。 

産業リスクの大きさは銀行システムを保護する枠組みの強さ、預金者・市場の信任の状況により国に

よって異なる。そのため、以下で掲げる産業リスクの各要素を国ごとに評価する。 

 

（1）市場規模・市場成長性・市場のボラティリティー 

銀行の産業リスクは、「平時」には他産業よりも小さくても、周期的に生じる信用の膨張、資産バブ

ルの生成・崩壊の影響を強く受け、「危機時」には急速に高まる傾向がある。市場規模・成長性をみる

うえでは、信用サイクルや信用の膨張など市場の歪み・過熱感、当局のマクロプルーデンス政策の有効

性を国ごとに確認する。 

 

（2）業界の構造（競争状況） 

業界の構造・競争状況は国により大きく異なる。間接金融と直接金融のバランス、金利・業務範囲・

外資規制などの規制の内容、プレーヤーの構成・多様性、倒産法制や信用情報の整備状況を踏まえ、業

界の構造・競争状況を確認する。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

銀行は他社への乗り換えリスクがやや低い。商業銀行業務は商品・サービスに大きな違いがないため、

他社への乗り換えは容易に見えるが、実際には比較的安定している。法人取引の場合、継続的な取引関

係が重要なことが背景にある。個人取引の場合も、デジタル化の進展で乗り換えコストは徐々に低下し

ているものの、手続きの煩雑さなどから決済口座を変えることは少ない。投資銀行業務などホールセー

ル業務の一部は、ディールごとに取引関係が変わることが多く、商業銀行業務と比べると顧客の継続性

や安定性はやや低い。 

 

（4）保護・規制、公共性 

銀行は顧客の資産を守り、金融サービスを安全かつ安定的に稼働するという重要な役割を担っており、

公共性は高い。保護・規制は金融システムの制度設計の状況、健全性の維持に向けた規制・監督当局の

意思と能力を国ごとに確認する。 
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日本の預金取扱金融機関の産業リスク 

 日本の預金取扱金融機関の産業リスクは小さい。経済規模の大きな先進国で、商業銀行業務中心の事

業ポートフォリオになっていることや、金融システムのセーフティーネットが強固であることなどがプ

ラスに寄与している。半面、超低金利環境が続いていること、供給過剰や自由化の進展によって競争が

やや厳しいため適正なリスク・リターンを確保しにくい業界構造になっていることなどがマイナスに作

用している。 

市場の規模は大きい。成長性はやや低く、人口の減少に伴って縮小していく懸念がある。事業法人は

全体として資金余剰の状態が長期化している。規制緩和により業務範囲が広くなっており、適切に事業

ポートフォリオを組み替えていけば、産業全体としては名目 GDP 程度の成長は可能とみている。 

ボラティリティーは比較的小さい。先進国として金融システムが成熟し、商業銀行業務のストックビ

ジネス中心の事業構造が寄与している。ポートフォリオを分散させて適切なリスクマネジメントが行わ

れていれば安定性は高い。 

競争状況はやや厳しい。預貸ギャップが非常に大きいため、貸出市場は構造的に供給圧力が強い。超

低金利環境が継続し預貸金スプレッドも非常に薄い。加えて、金融サービスの同質性が高く、銀行間で

経営戦略の違いが小さい。競争の厳しさはシェアの変動ではなく、採算悪化につながる傾向がある。業

界の構造として、適正なリスク・リターンを確保しにくい状態が長期化している。 

金融システムのセーフティーネットは強固である。預金保険法による預金の保護や金融危機への対応

が充実しており実績もある。ベイルインのトリガーにはならないと整理されている預金保険法による公

的資金注入の枠組みが存在している。公的資金制度は必要に応じて拡充されてきた。政府系金融機関や

信用保証協会などのセーフティーネット機能も手厚い。 

 

2．個別企業リスク 

産業リスクが対象企業の属する標準的なリスクを示すのに対し、以下のような個別企業リスクにより、

各社の事業リスクは異なる。銀行が展開する地域や事業とそのリスク特性に応じて、個別企業リスクと

して評価する。 

 

（1）営業基盤 

営業基盤は将来収益の源泉であり、 も重要な評価項目である。将来にわたり安定的に利益を計上し

ていく能力について、主要な営業地域や展開する事業がもたらす潜在価値と活用度に分けて定性的に評

価する。潜在価値は市場規模や中長期的な動向により所与の値としてある程度決まるものだが、活用度

は銀行それぞれの取り組みや能力により異なる。潜在価値を利益として顕在化したものが営業基盤であ

り、それによって銀行のバランスシート構造、収益構造などの大枠が決まる。 
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（2）リスクプロフィール・リスク選好度 

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潜在的な特徴である。事業ポートフォリ

オやバランスシート、非財務リスクなどの観点から評価する。リスク選好度はリスクテーク志向の強さ

と、リスクアペタイト・フレームワークなどを通してリスクをコントロールしていく経営管理力を評価

する。 

 

IV．財務リスクの評価 

以下に示す財務リスクに関わる定量指標の目安値は、主に日本の銀行を想定して設定しているため、

日本以外の国の銀行に適用する際には調整が必要である。新興国や金融システムが成熟していない国な

ど、産業リスクの大きい国の銀行を評価する際は目安値よりも厳しい目線で評価する。 

リスク耐久力はおおむねグローバルに適用可能である。一方、資産の質は各国の不良債権開示制度や

倒産法制の違いなどに応じて定性的な判断を加える。収益力に関しては各国の経済や金融システムの発

展度合いや構造などにより、数字の持つ意味合いが異なってくる点には注意する。金利水準や規制の違

いが大きいほか、信用コストとのバランスやストレス環境下での変動性も考慮し、新興国の銀行では割

り引いて評価する。また、利ざやの厚い要因として消費者信用が多いなど与信ポートフォリオの構成の

違いもあるため、営業基盤やリスクプロフィール・リスク選好度、資産の質などと合わせた総合的な評

価が不可欠だ。流動性はおおむねグローバルに適用可能だが、各国の中央銀行による 後の貸し手機能

の仕組み・運営状況やインターバンク市場の構造などを加味する。 

各国の規制や制度、開示等の制約から認識または計測できない指標がある場合、その他の関連する情

報をもとに必要な調整を加えるなどして総合的に判断する。 

 

（1）リスク耐久力 

経済資本の十分性 

規制上の資本の十分性 

ネットリスク管理債権／Tier 1 資本 

リスク・自己資本管理態勢 

資本は支払い余力を支える決定的な要素であり、その不足は流動性とともに（実質）破綻への 終的

なトリガーになる。銀行が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という観点での経済資本の十分性とリスク・自己資本管理態勢を重視する。規制上

の資本の十分性なども補完的に評価する。 

経済資本の十分性の評価期間は通常 3 年である。3 年間で抱え得る様々なリスクの想定と 3 年後のリ



 

 

 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2022 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒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（お問い合わせ）マーケティング本部 カスタマーサービス部  TEL 03-6273-7471 
当サイト、当サイトの内容その他当サイトに含まれる情報に関する一切の権利・利益（著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、特段の記載がない限り、株式会社

格付投資情報センター（以下「R&I」といいます）に帰属します。R&I の事前の書面による許諾無く、これらの情報等の全部又は一部を使用（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。 
 

 5/7 

スクバッファーの予想とを対比させることで、資本の十分性を評価する。ただ、リスク耐久力が弱い銀

行については短期的なリスク耐久力、すなわち 1 年間で想定されるリスクと足元のリスクバッファーと

の比較も行い、資本の十分性に対して重大な懸念がある場合には評価の引き下げを検討する。 

規制上の資本の十分性はバーゼル合意に基づく Pillar1（第一の柱： 低自己資本比率規制）で考慮

されるリスクと Pillar2（第二の柱：金融機関の自己管理と監督上の検証）で考慮されるリスクを一体

的に評価する。 低所要水準や各種資本バッファーを加えた水準を安定的に上回り、銀行勘定の金利リ

スク（IRRBB）などを吸収できるバッファーを持つかどうかを確認する。 

ネットリスク管理債権／Tier 1 資本は、リスク管理債権から貸倒引当金を差し引いた管理債権の

Tier1 資本に対する比率である。ネットリスク管理債権は未引当の不良債権から生じ得る 大損失額を

示していると言え、Tier 1 資本と対比させることで資本の十分性を簡易的に確認する。 

リスク管理や自己資本管理態勢、財務の柔軟性、リカバリープランなどを検証することで、将来にわ

たって資本を維持する能力を評価する。 

 

（2）資産の質 

ネットリスク管理債権比率＝（リスク管理債権－貸倒引当金）／（貸出金－貸倒引当金） 

与信ポートフォリオの格付分布 

信用コスト率（EL 率）＝信用コスト／貸出金 

資産査定・引当・保全の厳格さ 

資産の質の劣化は資本不足に直結するため、銀行の（実質）破綻の主因になっている。資産の質は  

（1）資産タイプ別構成、地域別構成、業種別構成など与信ポートフォリオ特性（2）資産の質に関する

ストック指標（3）資産の質に関するフロー指標（4）大口与信先や大口問題先に対するデューデリジェ

ンス――などに基づいて評価する。 

銀行の場合、開示情報や定量情報のみでは資産の質の実態を評価するのが困難であることから、格

付・自己査定や償却・引当基準、担保評価の適切性や厳格さ、決裁権限の運営状況など与信業務運営の

実態を総合的に評価して定量評価を補う。 

 

（3）収益力 

信用コスト控除後営業利益率＝信用コスト控除後営業利益／総資産平残 

経費率＝営業経費／粗利益 

顧客部門利益 

収益の質 

銀行経営では経費として認識すべき信用コストを吸収し、内部留保を蓄積し資本を充実させていくた
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めに高い収益力が必要である。収益力の評価は資本の評価と並び重要である。収益力は事業ポートフォ

リオやリスクプロフィールを踏まえて評価する。 

信用コスト控除後営業利益率は本源的な収益力を示す指標である。内部留保を継続的に蓄積していく

大の源泉として重視する。経費率は効率性を示す指標として重視する。事業環境が悪化し収入が大き

く減少した際にも支出を削減することで一定の利益を確保できるかなど、コスト構造の柔軟性も合わせ

て評価する。顧客部門利益は利益の規模と貢献度を評価する。顧客部門利益は預貸金や決済など銀行の

コア事業のサービス提供の対価として得られる利益であり、銀行事業の価値を表しているともいえる。

収益の質は付加価値が高く安定性も高い収益源の有無や大きさ、分散度合いを定性的に評価する。 

 

（4）流動性 

預貸率 

流動性カバレッジ比率 

預金基盤・流動性リスク管理態勢 

流動性は支払い余力とともに、（実質）破綻への 終的なトリガーになる。流動性は預金基盤や資産

負債構造・資金調達構造といった中長期的で構造的な特徴に加えて、ストレス環境下での流動性の十分

性、中央銀行を含む代替的流動性にアクセスする能力などを評価する。外貨流動性リスクは自国通貨建

ての流動性リスクよりも大きいため、より慎重な評価を行うが、中央銀行間の通貨スワップ協定などの

制度的枠組みも考慮する。 

定量指標により構造的に十分な流動性を備えているか評価する。預金基盤・流動性リスク管理態勢は

将来にわたって流動性を維持する能力を定性的に評価する。流動性リスク管理態勢に関しては、資金繰

りの逼迫度（平常時、懸念時、危機時）に応じた管理態勢が整備されており、ストレス環境下において

も必要な流動性を確保できるか、流動性バッファーが十分かを評価する。 

 

V．その他 

1．協同組織・系統金融機関の格付上の留意点 

 協同組織・系統金融機関も預金取扱金融機関であり、格付の基本的な考え方は銀行と変わらない。た

だし、（1）根拠法・定款などで相互扶助や非営利を目的とした組織であることが定められている（2）

各種の業務制限がある（3）中央金融機関が存在する（4）運用・調達・資本面で業態内の結びつきが強

い（5）業態内の仕組みとして預金保険法等とは別に独自のセーフティーネットがある（6）業態内の資

本調達（ダブルギアリング）における控除項目の扱いなどについて、一般の預金取扱金融機関とは異な

る例外的な措置が取られている――などの点に留意する。 
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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
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2．協同組織・系統金融機関の中央金融機関の格付上の留意点 

 協同組織・系統金融機関の中央金融機関を評価するうえでは、業態全体を基礎に中央金融機関単体を

評価し、中央金融機関と業態内の金融機関との関係を加味するという考え方をとっている。業態全体を

あたかも一金融機関とみなした評価を基礎として、（1）中央金融機関による業態内金融機関に対する指

導・監督能力（2）信用力が低下している業態内の金融機関に対する支援リスク（3）中央金融機関単体

や業態内セーフティーネットで支援リスクを吸収する能力――について、業法上の位置付けや実態を考

慮し加味する。中央金融機関単体の評価では、主な運用手段となっている有価証券運用に関するリスク

選好度とリスク耐久力を重視する。 

 

VI．預金取扱金融機関の格付 

 

 

＊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。 

 

指標/着眼点 重要度 指標/着眼点 重要度

潜在価値 ◎ 経済資本の十分性 ◎

活用度 ◎ 規制上の資本の十分性 ○

◎ ネットリスク管理債権/Tier1資本 △

リスク・自己資本管理態勢 ◎

ネットリスク管理債権比率 ◎

与信ポートフォリオの格付分布 ◎

信用コスト率（EL率） ◎

資産査定・引当・保全の厳格さ ◎

信用コスト控除後営業利益率 ◎

経費率 ◎

顧客部門利益 ○

収益の質 ◎

預貸率 ○

流動性カバレッジ比率 ○

預金基盤・流動性リスク管理態勢 ◎

（重要度 ： ◎極めて重視　○重視　△比較的重視）

収益力

産業リスク
*規制・監督の枠組み等に起因して国ごとに異なる。日本の場合、産業リスクは小さい。

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

リスク耐久力

資産の質

営業基盤

リスクプロフィール・リスク選好度

流動性


