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[フォーマット項目説明］ 

No. 項  目  名 項  目  説  明 

 1 レコード区分 1:新規  当該債券の新規格付(変更等)情報 

        このレコード区分のデータを蓄積していくことになり 

        ます 

9:削除  直近送信データを訂正･更新する場合に使用 

        この場合 (3),(5)～(66) のデータ内容は直近データ 

        と同内容です 

 2 データ送出日付 当該レコードの送信日付。西暦年月日で収録 (YYYYMMDD) 

  例:1994年4月1日の場合   19940401 

 3 格付機関コード 格付機関を識別するコード。"R&I" で固定 

 4 システム連続番号 当該レコードが同一データ送出日付のレコードのうち何番目にあ

たるかの連続番号 

１番より始まり、 大999999番まで付与 

 5 公表日付 格付公表日付を西暦年月日で収録(YYYYMMDD) 

 6 格付 当該債務の格付符号 

(発行体    AAA ､ AA ､ A      各記号(AAA～CCC)に対し、  

または     BBB ､ BB ､ B      ＋､－ の表示をすることが 

長期債務)   CCC ､ CC ､ C ､D   ある 

(短期債務) a-1+ ､ a-1 ､ a-2 ､ a-3 ､ b ､ c 

格付符号の定義については、別添(資料－１) 参照 

レーティング･モニター指定については、レーティング･モニター

指定前の格付符号をカッコで括る      例 : （AA) 

格付保留の場合     ｢Susp.｣ と表示 

格付取下げの場合   ｢ ｣ ブランク表示 

 7 新規格付・格付変更等区分 当該債務の格付情報変動(含新規)事由 

10:新規格付   当該債券の新規格付情報 

20: 

 21:格上げ      当該債券の格付変更情報 

                直近格付から格上げされたことを示す 

 22:格下げ      当該債券の格付変更情報 

                直近格付から格下げされたことを示す 

  30:レーティング･モニター 

                公表した格付について、発行体に関わる 

                事業環境の大きな変化や、急激な業績の悪化 

                等があり、格付見直しを実施する必要がある 

                と判断された場合、格付見直しを実施すると 

                伴に、「レーティング･モニター」に指定し 

                た旨を公表する 

 31: レーティング･モニター(格上げの方向) 

                格付の見直しを実施する債券のうち、格上 

                げの方向で見直し中であることを示す 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

   32:レーティング･モニター(格下げの方向) 

                格付の見直しを実施する債券のうち、格下 

                げの方向で見直し中であることを示す 

 33:レーティング･モニター(調査結果次第) 

                格付の見直しを実施する債券のうち、見直 

                し実施時点で格付の方向性が示されていな 

                い債券 

40:格付維持     格付見直し、定時見直し等の結果、格付が 

                維持される場合 

        格付の方向性のみを変更する場合も「格付 

        維持」とする。 

50:格付保留     当該債券の発行体に関し、重大な環境変化、 

                資料情報の不足により格付が困難な場合 

51:格付保留から格付符号再付与 

                格付を｢保留｣した債券に格付符号を再付与 

                した場合 

60:格付取下げ   当該債券の発行体に関し、重大な環境変化、 

                資料・情報の不足等により格付保留では対処 

                できない場合 

                または、当該債券が償還された場合 

                または、発行体の申し出により取下げること 

                もある 

 8 会社コード ４桁の株式銘柄コード  上場、店頭公開企業 

特殊債、地方債、金融債が対象  

海外現地法人、非居住者、非公開企業はブランク 

 9 発行体名称(和文) 発行体名称を和文で表示 ( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

10 発行体名称(英文) 発行体名称を英文で表示 ( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

11 発行体国籍 ISO3166で定義された３桁の数字コード別添(資料－２) 参照 

但し、国際機関は 001 を使用します 

12 債券名称(和文) 当該債券名称を和文で表示 ( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

13 債券名称(英文) 当該債券名称を英文で表示 ( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

14 証券(公社債銘柄)コード 証券コード協議会で付番の９桁のコード 

付番方法等詳細は、証券コード協議会発行の「証券コードブック」

等を参照して下さい 

15 新証券(ＩＳＩＮ)コード 証券コード協議会で付番の12桁のコード 

付番方法等詳細は、証券コード協議会発行の「証券コードブック」

等を参照して下さい 

16 格付種別 当該債券の格付の種類を示す 

 1:本格付 

 2:予備格付 

     予備格付から本格付へ移行の場合、予備格付デー 

     タを取下げるデータを送信後、本格付データを送信 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

17 商品種別区分 当該債券の債券の種類を示す 

10:普通社債 

20: 

 21:転換社債 

 22:割引転換社債 

30:新株引受権付社債 

40: 

 41:コマーシャル・ペーパー (ＣＰ) 

 42:コマーシャル・ペーパー発行登録 

50:発行登録債券(長期債券) 

60:リパッケージ債 

70: 

 71:サムライ債(普通社債) 

 72:サムライ債(転換社債) 

 73:ショーグン債(普通社債) 

 74:ショーグン債(転換社債) 

 75:ショーグン債(新株引受権付社債) 

 76:ダイミョウ債 

80: 

 81:Medium Term Note 

 82:共同 Medium Term Note 

 83:ＣＤ 

 84:預金預託証書 

 85:フィデューシャリーノート 

90:ＳＦ 

 91:資産流動化商品(社債) 

 92:資産流動化商品(ＣＰ) 

 93:資産流動化商品(信託受益権) 

 94:資産流動化商品(優先小口債権) 

 95:資産流動化商品(ＭＴＮ) 

 96:ストラクチャープログラム 

 97:ストラクチャープログラムに基づく発行債券 

 98:資産流動化商品(その他－長期) 

 99:資産流動化商品(その他－短期) 

110:優先株 

111:優先出資証券 

120:長期優先債務 

130:金融保証保険の保険金支払能力 

140:保険金支払能力 

150:短期優先債務 

160: 

 161:国内無担保社債プログラム(ＭＴＮ型) 

 162:国内無担保社債プログラム(登録型) 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

  180:地方債 

200:財務ランク 

210:発行体格付 

220:短期優先債務(新設) 

300:サービサー格付 

400:ローン格付 

990:その他 

18 種別補助(元本) 当該債券の元本の状態を示す 

10: 

 11:デュアルカレンシー債 

 12:逆デュアルカレンシー債 

20:リンク債 

 21:為替リンク債 

 22:金利リンク債 

 23:長期プライムレートリンク債 

 24:Topixリンク債 

 25:日経平均リンク債 

 26:国債先物リンク債 

 27:ＤＡＸリンク債 

 28:イールドカーブリンク債 

990:その他 

19 種別補助(利息) 当該債券の金利の状態を示す 

10:固定金利 

20: 

 21:変動利付債 

 22:固定金利選択権付変動金利 

 23:当初固定金利・後変動金利 

 24:当初変動金利・後固定金利 

 25:ゼロクーポン債 

 26:ステップアップ債 

 27:ステップダウン債 

 28:変動金利選択権付固定金利 

990:その他 

20 回 当該債券が第何回債かを示す 

21 号 号  当該債券が第○回何号債かを示す 

  但し、海外市場発行債券で､(17)商品種別区分､(29)通貨区分､

(22)発行年月日､(23)償還年月日の同じ債券に対し､この号エリア

を次の様に使用する 

(1)ﾄﾗﾝｼｪA･ﾄﾗﾝｼｪB等の名称が付いている場合 A,B ･･･ と入力 

(2)ブル型･ベア型の場合    ブル型に A､ ベア型に B 

(3)債券名称に区別が無い場合 

   発行額の多い順､利率の高い順にそれぞれ A,B,C,D･･と入力 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

22 発行年月日 当該債券の発行年月日を西暦年月日で収録(YYYYMMDD) 

23 償還年月日 当該債券の償還年月日を西暦年月日で収録(YYYYMMDD) 

24 銘柄属性変更フラグ 当該債券が以下の場合に使用 

 1:債券が繰上償還になった場合 

 2:転換社債が転換完了した場合 

 3:被合併により存続会社へ債券を継承する場合 

 4:合併に伴い被合併会社から債券を吸収･継承する場合 

 5:無担保債を担保付債へ切り替えた場合 

25 銘柄属性変更日付 項目(24)に該当する場合のその日付、 

西暦年月日で収録(YYYYMMDD) 

項目(24)が 1,2 の場合、該当年月の末日 

  例:1994年4月に転換完了した場合   19940430 

項目(24)が 3,4 の場合、該当年月日 

  例:1994年4月1日に合併の場合 

     被合併会社 : 項目(24) 3  項目(25) 19940401 

     存続会社   : 項目(24) 4  項目(25) 19940401 

項目(24)が 5 の場合、担保権を設定した年月日 

  例:1995年6月9日に担保権を設定した場合  19950609 

26 発行額 当該債券発行額を１００万各通貨単位で収録 

27 利率 当該債券の利率を表示 

大８桁まで、小数点以下は５桁まで表示 

項目(19)が 21,22 の場合、99.99999 

項目(19)が 23～28 の場合、ブランク 

28 募集方法 当該債券の募集方法を示す 

1:公募 

2:私募 

3:株主優先募集 

29 通貨区分 当該債券の元本の発行通貨をＢＩＣコード３桁で表示 

別添(資料－３) 参照 

30 発行市場 当該債券の発行市場を示す 

1:国内 

2:ユーロ 

3:ＵＳＡ 

4:アジア 

5:グローバル 

6:その他 

  



債券格付データサービス 

 

6 

No. 項  目  名 項  目  説  明 

31 担保･保証区分 当該債券の担保の有無、保証の有無とその種類を示す 

10:無担保 

20:留保物件付無担保 

30:担保有り 

 31:物上担保付 

 32:一般担保 

 33:企業担保 

40:政府保証 

50:州政府保証 

60: 

 61:親会社保証 

 62:親会社劣後保証 

 63:親会社保証で担保有り 

 64:親会社劣後保証で担保有り 

70: 

 71:銀行保証 

 72:銀行劣後保証 

 73:銀行保証で担保有り 

 74:銀行劣後保証で担保有り 

80:Keepwell契約 

 81:Keepwell契約で担保有り 

90:金融保証保険会社保証 

32 保証会社・保証銀行名・Keepwell

提供親会社名 

保証会社･保証銀行･Keepwell提供親会社の会社名を収録( 大80

ﾊﾞｲﾄ) 

保証/Keepwell提供会社が居住者の場合  :和文 

保証/Keepwell提供会社が非居住者の場合:英文 

33 ＣＰ(ＭＴＮ)発行限度額 

変更フラグ 

ＣＰあるいはＭＴＮの見直しが行われた場合の発行限度額の変更

の状態を示す 

1:発行限度額の変更なし 

2:発行限度額の増額 

3:発行限度額の減額 

  商品種別区分 41:ＣＰ、42:ＣＰ発行登録、92:ＡＢＣＰ 

               81:ＭＴＮ、82:共同ＭＴＮ、95:ＡＢＳＭＴＮ 

              161:国内無担保社債プログラム(ＭＴＮ型) 

34 ＣＰ発行限度額 当該ＣＰの発行限度額を１００万各通貨単位で収録 

商品種別区分 41:ＣＰ、42:ＣＰ発行登録、92:ＡＢＣＰ 

35 ＣＰバックアップライン 

変更フラグ 

当該ＣＰの見直しが行われた場合のバックアップラインの変更の

状態を示す 

1:バックアップラインの変更なし 

2:バックアップラインの増加 

3:バックアップラインの減少 

  商品種別区分 41:ＣＰ、42:ＣＰ発行登録、92:ＡＢＣＰ 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

36 ＣＰバックアップライン ％表示 

  商品種別区分 41:ＣＰ、42:ＣＰ発行登録、92:ＡＢＣＰ 

37 登録予定期間－１ 当該発行登録債の登録予定開始年月日を西暦で表示(YYYYMMDD) 

  商品種別区分 42:ＣＰ発行登録、50:発行登録債、 

               162: 国内無担保社債プログラム(登録型) 

38 登録予定期間－２ 当該発行登録債の登録予定終了年月日を西暦で表示(YYYYMMDD) 

  商品種別区分 42:ＣＰ発行登録、50:発行登録債、 

               162: 国内無担保社債プログラム(登録型) 

39 発行登録債発行枠 当該発行登録債の発行枠を１００万各通貨単位で収録 

  商品種別区分 50:発行登録債、 

               162: 国内無担保社債プログラム(登録型) 

40 レコード番号－１ 債券レコード固有番号(1) 

格付機関により採番方法は異なる 

(41)レコード番号－２と合せて、格付機関別の債券レコードを特

定するためのキー項目として使用可能 

41 レコード番号－２ 債券レコード固有番号(2) 

42 ＭＴＮ発行限度額 当該ＭＴＮ発行限度額を１００万各通貨単位で収録 

  商品種別区分 81:ＭＴＮ、82:共同ＭＴＮ、95:ＡＢＳＭＴＮ 

               161:国内無担保社債プログラム(ＭＴＮ型) 

43 ＭＴＮ設定日 当該ＭＴＮ設定年月日を西暦で収録(YYYYMMDD) 

  商品種別区分 81:ＭＴＮ、82:共同ＭＴＮ、95:ＡＢＳＭＴＮ 

               161:国内無担保社債プログラム(ＭＴＮ型) 

44 スワッププロバイダー社名 スワッププロバイダー社名を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

スワッププロバイダー会社が居住者の場合  :和文 

                          非居住者の場合:英文 

45 スワップ保証会社名 スワップ保証会社名を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

スワップ保証会社が居住者の場合  :和文 

                  非居住者の場合:英文 

46 トラスティー会社名 トラスティー会社名を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

トラスティー会社が居住者の場合  :和文 

                  非居住者の場合:英文 

47 担保証券の個数 リパッケージ債の担保証券となっている証券の個数 

48 担保証券発行社名称(1) 担保証券(1)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(1)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

49 担保証券名(1) 担保証券(1)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

50 担保証券(1)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(1)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(1)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

51 担保証券発行社名称(2) 担保証券(2)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(2)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

52 担保証券名(2) 担保証券(2)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

53 担保証券(2)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(2)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(2)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 

54 担保証券発行社名称(3) 担保証券(3)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(3)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

55 担保証券名(3) 担保証券(3)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

56 担保証券(3)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(3)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(3)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 

57 担保証券発行社名称(4) 担保証券(4)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(4)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

58 担保証券名(4) 担保証券(4)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

59 担保証券(4)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(4)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(4)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 

60 担保証券発行社名称(5) 担保証券(5)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(5)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

61 担保証券名(5) 担保証券(5)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

62 担保証券(5)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(5)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(5)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 

63 担保証券発行社名称(6) 担保証券(6)の発行体名称を収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(6)の発行体が居住者の場合  :和文 

                     非居住者の場合:英文 

64 担保証券名(6) 担保証券(6)の債券名称を収録( 大60ﾊﾞｲﾄ) 

65 担保証券(6)保証 

   /Keepwell提供社名 

担保証券(6)の保証/Keepwell提供会社名に ｢保証｣ 或は 

｢Keepwell｣を付加して収録( 大80ﾊﾞｲﾄ) 

担保証券(6)の保証/Keepwell会社が居住者の場合:和文 

                                 非居住者の場合:英文 
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No. 項  目  名 項  目  説  明 

66 種別補助(劣後性) ブランク：優先債 

   1: 期限付劣後債 

   2: 永久劣後債 

   3: 劣後債 

67 格付の方向性の変化フラグ 「格付の方向性」の見直しが行われた場合、直前の「格付の方向

性」からの変化の状態を示す 

1:変更なし 

2:上方向(Ex. 安定的 ⇒ ポジティブなど) 

3:下方向(Ex. 安定的 ⇒ ネガティブなど) 

4:方向性未定 

68 格付の方向性 1:ポジティブ 

2:安定的 

3:ネガティブ 

4:方向性未定 

※リパッケージ債の担保証券は、 大６個まで収録 

 


