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　総合リース大手で伊藤忠商事の持分法適用関連会社。NTT（日本電信電話）やみずほ銀行も主要株主と

して名を連ねる。伝統的なリース・ファイナンスに加えアセットファイナンスやサービス、事業運営ま
で幅広い領域で展開する。主要株主やパートナー企業と連携した取り組みを得意とする。国内外で広範
な顧客層を持ち、強固な営業基盤を構築している。

　R&Iによるグループ企業に関する格付方法の見直しを踏まえ、リスク管理や資金面における主要株主か

らのサポートを従来よりも強く織り込んだ。ウクライナ・ロシア問題の影響を航空機リース事業が受け
ている。ロシア国内にあり回収が困難になっている機体を減損するが、リスク耐久力への影響は限定的
にとどまる見通し。こうした点を反映し、発行体格付をA+に変更した。

　分散の効いた事業ポートフォリオが航空機リースの苦戦を補っている。国内では持分法適用関連会社

の収益貢献が拡大している。コスト構造改革でレンタカー事業は黒字転換した。不動産関連や海外事業
も堅調だ。航空機リースも回復してくれば、収益基盤は充実し、収益力もさらに上向こう。今後数年で
こうした姿を実現できる可能性が高いと判断し、格付の方向性はポジティブとした。

　リスクプロフィールは物件価値変動リスクと信用リスクが主体だ。特に航空機と不動産に関するリス

クが大きい。リスク耐久力は格付に見合う。リスクテークに積極的で、抱えるリスクは資本対比でやや
大きいが、投融資案件の管理フレームワークや統合リスク管理の枠組み、社内基準に基づく資本使用率
の管理方針の下でリスクを管理しており、リスクが急増する懸念は小さい。

　資産の質は健全だ。航空機リースの動向にはなお注意が必要だが、保有資産は業界の中でも優良で、

資産の質全体に与える影響は縮小していくとみている。メーンバンクのみずほ銀行を筆頭に主要金融機
関と安定した取引関係を構築している。円貨・外貨ともに間接・直接市場における調達手段の多様化が
進んでいる。資金調達余力を十分に確保しており、流動性リスクは小さい。

【格付理由】

格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。

東京センチュリー

【格付変更/維持】

発行体格付： Ａ → Ａ＋　[格付の方向性：ポジティブ]
コマーシャルペーパー： ａ－１（維持）

【格付対象】

発行者：東京センチュリー(証券コード：8439)

名称 格付 格付の方向性

発行体格付 A → A+ ポジティブ

名称 発行予定額
(億円)

発行予定期間 予備格付

発行登録（社債） 4,000 2022年02月25日～2024年02月24日 A → A+
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名称 発行総額

(億円)
発行日 償還日 格付

第20回無担保社債 100 2017年10月18日 2022年10月18日 A → A+

第21回無担保社債 100 2017年10月18日 2024年10月18日 A → A+

第23回無担保社債 200 2018年04月13日 2023年04月13日 A → A+

第24回無担保社債 100 2018年04月13日 2025年04月11日 A → A+

第25回無担保社債 100 2018年10月15日 2023年10月13日 A → A+

第1回利払繰延条項・期限
前償還条項付無担保社債

（劣後特約付）

300 2019年04月22日 2054年04月22日 BBB+ → A-

第2回利払繰延条項・期限
前償還条項付無担保社債

（劣後特約付）

1,000 2020年07月30日 2080年07月30日 BBB+ → A-

第3回利払繰延条項・期限
前償還条項付無担保社債

（劣後特約付）

300 2020年07月30日 2080年07月30日 BBB+ → A-

第27回無担保社債 200 2020年10月22日 2023年10月20日 A → A+

第28回無担保社債 100 2020年10月22日 2030年10月22日 A → A+

第29回無担保社債 200 2021年01月27日 2026年01月27日 A → A+

第30回無担保社債 100 2021年01月27日 2028年01月27日 A → A+

第31回無担保社債 100 2021年04月27日 2024年04月26日 A → A+

第32回無担保社債 200 2021年04月27日 2026年04月27日 A → A+

第33回無担保社債 200 2021年04月27日 2028年04月27日 A → A+

第34回無担保社債 150 2021年07月21日 2028年07月21日 A → A+

第35回無担保社債 150 2021年07月21日 2031年07月18日 A → A+

第37回無担保社債 100 2021年12月08日 2026年12月08日 A → A+

第36回無担保社債 100 2021年12月16日 2028年12月15日 A → A+

名称 発行限度額
(百万米ドル)

担保・保証
保証会社等

格付

ユーロＭＴＮプログラム 2,000 無担保 A → A+

名称 発行限度額
(億円)

担保・保証
保証会社等

格付

コマーシャルペーパー 8,000 無担保 a-1（維持）

☆ ＭＴＮプログラムに対する信用格付はプログラムを対象としており、プログラムのもとで発行する
個々の債券に対する信用格付ではありません。個々の債券の信用格付は通常、同プログラムの信用格
付と同一ですが、クレジットリンク債、インデックスリンク債など個々の債券の契約内容によって
は、同一とならない、あるいは格付しないことがあります。R&Iは依頼に応じて、個々の債券にも信用
格付を付与することがあります。
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☆ 予備格付は、個別債務の最終的な条件が決定されていない段階で予備的な信用格付が必要となる場合

に、付与する評価です。個別債務の最終的な契約内容等によっては、予備格付とは異なる信用格付が
付されることがあります。

株式
会社 格付投資情報センター 〒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  https://www.r-i.co.jp

■お問合せ先 　 　　　  ：マーケティング本部　カスタマーサービス部　　　TEL.03-6273-7471　　　 E-mail infodept@r-i.co.jp

信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありませ
ん。また、R&Iは、信用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に
際し関連情報の正確性等につき独自の検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につ
き、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttps://www.r-i.co.jp/docs/policy/site.html をご覧下さい。

ⓒRating and Investment Information, Inc.

■報道関係のお問合せ先　：経営企画室（広報担当）　　　　　 　　　　　 　TEL.03-6273-7273



信用格付に関わる事項

信用格付業者
登録番号

株式会社格付投資情報センター
金融庁長官（格付）第6号
直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。

主任格付アナリスト 石野田 雄太

信用格付の付与について
代表して責任を有する者

丸山 博哉

信用格付を付与した日 2022年06月08日

主要な格付方法 事業法人等の信用格付の基本的な考え方 [2021.06.01]
金融機関等に共通する格付の考え方 [2020.03.23]
リース [2020.04.24]
グループ企業の格付の考え方 [2022.03.08]
ハイブリッド証券の資本性の評価と格付の視点 [2021.06.11]

上記格付方法は、格付を行うにあたり考慮した他の格付方法とともに以下のウェブサイトに掲載して
います。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html

評価の前提は、以下のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html

格付符号とその定義は、以下のウェブサイトに掲載しています。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html

格付関係者 東京センチュリー

注 格付関係者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に基づいて、R&Iが判断したものです。

利用した主要な情報　　　決算書類、開示情報、格付関係者から入手した情報等

品質確保のための措置　　公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保されている決
　　　　　　　　　　　　算書類であること。一般に開示された、またはそれに準じた信頼性が確保され

　　　　　　　　　　　　ている情報であること。格付アナリストが妥当性を判断した情報であること。
情報提供者　　　　　　　格付関係者

信用格付の前提、意義及び限界

　R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス

ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するもので
はありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。

また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、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、いかなる保証もしていません。

　R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を

変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
があります。

　利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。
　一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得

ることが知られています。
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