
変化が著しいクレジット市場で、効果的にリスクを管理する方法とは

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの Credit Assessment Scorecard（スコアカード）は、非上場企業、上場企業、
格付け企業、非格付け企業、政府機関など、様々なセクターのデフォルトリスクを推計し管理を可能にする、信用リスク管理者とっ
て必要不可欠なツールです。

信頼性、一貫性、簡便性を備えた
信用リスク評価
クレジット市場は予測が困難で、規制は常に変化しています。今
日の環境では、信用力を効果的に評価し、規制要件を満たし、
損失を抑えながら、収益の増加にも取り組まなくてはなりません。

信用リスク管理のワークフローでは、外部リスク・エクスポー
ジャーを競合他社より先に特定し、内部リスクを確実に管理
して企業の業績を上げるとともに、できるだけ多くの潜在的
デフォルトを未然に防ぐ必要があります。

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのCredit 
Assessment Scorecardは、現在の情勢を踏まえ、特に「低
デフォルト」ポートフォリオを効果的に管理するフレームワー
クを提供します。低デフォルト・ポートフォリオとは、その
名が示すとおり、統計モデルの構築、キャリブレーション、
及び検証に必要不可欠な、幅広い内部デフォルト・データが
不足している状況を指します。

一部のスコアカードを改良し、信用リスクを全体的に評価す
るため、環境・社会・ガバナンス（ESG）分析を組み入れま
した。スコアカードに含まれる従来の信用分析に加え、ESG
要因を詳細に考慮することにより、標準的な信用評価プロセ
スの過程で、ESG要因が信用リスクに及ぼす影響を予測する
ことが可能となりました。

 

信頼性
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのスコアカー
ドは、確信のある意思決定と、信頼性の高い内部リスク格付
けシステムを実現します。

–   Point-in-Time（ある特定の時点）の要因を、将来を見据
えた定性要因、トレンド、主要指標の関係性と組み合わ
せて、信用リスクの全体像を把握

–   柔軟性の高い分析機能を活用し、様々なESG要因が関連
する信用リスク要因に及ぼす影響を評価

–   140以上の業界および国のリスク・スコアを含む、最新の
ベンチマーク

–   スコアカードの構築に使用した分析／統計プロセス、デー
タ、パフォーマンスのテスト結果を説明した詳細なユー
ザーガイドを提供

–   厳格なスコアカード作成プロセスと、毎年実施される再
キャリブレーションにより、高いデフォルト・リスク予
測精度を維持

–   国際財務報告基準第9号（IFRS-9）および現在予想信用
損失（CECL）の減損オーバーレイには、マクロ経済状況と、
スコアカード・デフォルト確率（PD）のアウトプットを
調整する市場情報が組み込まれ、合理的でサポート可能
な現在および将来の見通しを踏まえたPoint-in-TimeのPD
予測値を生成
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一般事業会社スコアカードの例†

Credit Assessment Scorecards
With credit markets constantly evolving, how do you effectively manage risk?

S&P Global Market Intelligence’s Credit Assessment Scorecards provide credit and risk management 
professionals with essential tools to identify and manage potential default risks of private, publicly 
traded, rated, and unrated companies and government entities, across a multitude of sectors.

Assess credit risk with 
confidence, consistency, 
and convenience
Credit markets are volatile and regulations are ever-
evolving. In today’s environment, you are challenged to not 
only effectively assess creditworthiness, meet regulatory 
requirements, and limit losses, but also grow revenue. 
The credit workflow process needs to ensure that you can 
identify external risk exposure faster than your competitors 
and manage internal risk to enhance company performance, 
while simultaneously keeping out as many potential 
defaults as possible. 

S&P Global Market Intelligence’s Credit Assessment 
Scorecards provide the framework to effectively navigate 
today’s climate, especially for “Low Default” portfolios 
that, by definition, lack the extensive internal default data 
necessary for the construction of statistical models that 
 can be robustly calibrated and validated.

Confidence
Gain confidence in your decision-making and the reliability 
of your company’s internal risk rating systems with  
S&P Global Market Intelligence's Scorecards:

 - Point-in-time factors combine with forward-looking 
qualitative factors, converging trends, and relationships 
between key drivers to provide a full picture view 
of credit risk.

 - Leading benchmarks include over 90 industry  
and country risk scores.

 - Full technical documentation describes the analytical/
statistical processes used to develop the Scorecard, 
identifies the data used in the construction, and provides 
testing performance results.

 - A rigorous scorecard development process and annual 
re-calibrations ensure that the tool is highly predictive 
of default risk.

 - An IFRS-9 and CECL impairment overlay incorporates 
macro-economic conditions, as well as market 
information to adjust the Scorecard Probability of Default 
(PD) output. The adjustments consider reasonable and 
supportable current and forward-looking information 
to ensure that Scorecards can produce forward looking 
point-in-time PD  estimates (both 1 year and lifetime).

Sample Corporate Scorecard†

 
†Simplified version for 
illustrative purposes 

‡CICRA = Corp orate Industry and 
Country Risk Assessment

§SACP = Standalone Credit Profile
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Consistency
Follow a roadmap to assess creditworthiness, focusing on the key risk factors 
most predictive of default risk. This standardized structure allows for replicability 
year-to-year, analyst-to-analyst. Our transparent scoring process relies on:

 - Attribute-driven scoring guidelines that provide an easy-to-use,  
logical structure to score business risk factors.

 - Performance testing with 75% of Scorecard outputs within one notch  
of public credit ratings.

 - Identification of default risk through a granular 20-point rating scale.

 - Scorecard numerical scores that are broadly aligned with S&P Global Ratings’ 
criteria and further supported by historical default data dating back to 1981. 

Convenience
In today’s complex credit markets, it is important to have a tool that helps you 
quickly and conveniently assess your risk. Key features of our Scorecards include:

 - Automation: Automate the spreading of financial data from SNL  
and S&P Capital IQ using the Excel “plug-in” feature.

 - Seamless updates: We validate that each Scorecard remains analytically sound 
and that the scoring criteria and User Guide are kept up-to-date with a rigorous 
annual methodology review process.

 - Transparency: In-depth model development and maintenance documentation 
helps you meet regulatory requirements. Regulators and internal validation 
teams rely on documentation that identifies how the scorecard was developed, 
the scorecard limitations, use of data and performance of the scorecard.

 - Quick deployment: Unlike other solutions, our Scorecards are an out-of-the-box 
solution, so you can free up resources in your company to increase efficiency 
throughout your business.

 - 50 Scorecards* offer sector-specific, globally applicable sector and geographic 
coverage for all major asset classes, governments, real estate,  
and project finance.

Let us help you
Our bespoke modeling and 
integration team will help 
transition your existing internal 
processes or scoring models and 
facilitates knowledge transfer 
on the methodology behind the 
Scorecards themselves. Nothing 
satisfies us more than helping 
you complete a project or meet  
a deadline.  Turn to our 24x7x365 
global support team, anytime, 
from anywhere.  We’re just  
a phone call or email away. 

Credit Assessment  
Scorecards: 5 Key Sectors 

Sector Sub-Sectors

Financial 
Institutions

Banks, Insurance, 
Broker/Dealer

Corporates

Large Corporations 
and Small 
& Medium 
Enterprises (SMEs)

Governments
Sovereigns and 
Municipals

Real Estate

Commercial Real 
Estate (CREST) 
and Real Estate 
Investment Trusts 
(REITs)

Project 
Finance 

Energy, 
Infrastructure, etc.

一貫性
デフォルト・リスクを高い精度で予測する主要リスク要因に重点を置き、ロードマッ
プに沿って信用力を評価します。この標準化された構造により、アナリストが異なっ
ても同じプロセスで一貫性のある信用評価を行うことが出来ます。以下により、弊
社の透明性の高いスコアリング・プロセスを実現しています。

–   事業リスク要因のスコアリングを行うための、使いやすく論理的なスコアリン
グ・ガイドライン

–   実際の公開信用格付との高い一致率（スコアカードのアウトプットの75%が、
公開信用格付けの1ノッチ以内に収まっている）

–   20段階のきめ細かい格付けスケールによる、デフォルト・リスクの判別

–   S&Pグローバル・レーティングの格付けクライテリアに準拠し、1981年まで
遡るヒストリカル・デフォルト・データで裏付けされた、スコアカードの評価
スコア

簡便性
今日の複雑なクレジット市場では、リスクを迅速かつ容易に評価できるツールが重
要です。

弊社のスコアカードの主な機能は以下の通り；

–   自動化：Excelプラグイン機能により、SNLおよびS&P Capital IQの財務デー
タを自動的に取得

–   シームレスなアップデート：年次で検証プロセスを実施し、スコアカードのモ
デルパフォーマンスの確認及び最新の格付クライテリアに沿ったアップデート
を提供

–   透明性：スコアカードの開発方法、制約事項、スコアカード構築に利用された
データサンプル、スコアカードのパフォーマンスに関する、モデル作成プロセ
スおよびメンテナンスについて詳細な仕様書を提供

–   迅速な導入：他のソリューションとは異なり、弊社のスコアカードは特別な設
定は不要であるため、社内リソースの負担を解消して事業全体を効率化

–   70以上のスコアカード*は、政府機関、不動産、プロジェクト・ファイナンス
など全ての主要資産クラスにおける、セクター固有の情報、グローバルなセク
ター情報、地理的特性も網羅

* 2019年10月現在

お客様サポート
専任のチームが、ニーズに合わせ
たモデルの作成と導入、既存の社
内プロセスまたはスコアリングモ
デルの移行をサポートいたしま
す。さらに、スコアカードで使用
しているクライテリア等をご案内
し、お客様のプロジェクトの実現
や期限に間に合うよう、お手伝い
します。いつでも、どこからでも、
お電話またはEメールで、お気軽
にお問合わせください。

Credit Assessment 
Scorecards：
6つの主要セクター

セクター サブセクター
金融機関 銀行、保険、ブローカー

／ディーラーなど

企業 大企業および中小企
業（SME）、トレー
ダー、その他様々な
セクターに固有のス
コアカード

政府機関 中央政府および地方
自治体

不動産 商業用不動産（CRE）、
不動産投資信託
（REIT）、不動産開発業

プロジェクト・
ファイナンス

エネルギー、インフラ
ストラクチャーなど

特定貸付債権 アセット・ファイナン
ス（航空機、船舶）、
仕組み貿易金融、コ
モディティ・ファイナ
ンス
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【お問合わせ】
S&P Global Market Intelligence
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