
 Credit  
 Analytics
How do you manage your credit risk?

Whether you’re looking to assess probability of default 
(PD) risk of unrated, or private companies with limited 
financials, generate a point-in-time credit risk view for public 
companies, or understand the impact of climate risk factors 
on a company’s creditworthiness, Credit Analytics blends 
sophisticated models with robust data to help you reliably 
score and efficiently monitor your potential risk exposure 
to counterparties and investments across the globe.

信用リスクの管理は万全ですか？

格付けされていない企業や財務情報が限られている非上場企業の
デフォルト確率（PD）の評価、上場企業のポイントインタイムの信用
リスクビューの作成、気候変動が企業の信用力に与える影響の把握など、
Credit Analytics は最新鋭のモデルと確かなデータを組み合わせて、
世界中の取引先や投資先に対する潜在的なリスク・エクスポージャーを
的確にスコアリングし、効率的なモニタリングを可能にします。
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信用リスクの全体像を
把握する
弊社の強力な分析モデル、他に類を見ないデータ、高度なワークフローツールの活用すれば、世界中の格付け先・非格付け企業、
上場・非上場企業の信用リスクを迅速かつ簡単に評価することが可能です。

スマートなツールでスマートに決断
ダイナミックな分析モデルにより、信用リスクの一歩先を行
くための信用リスク指標を生成し、信用リスクのエクスポー
ジャーを詳細に把握できます。

–  マーケットおよびファンダメンタルズに基づく分析モデ
ルにより、S&Pグローバル・レーティングの格付けと、
総じて整合性のある PDやクレジット・スコアを算出

–  早期警戒シグナルにより、信用悪化の兆候をモニタリン
グし、迅速かつ的確に対処

–  透明性のあるデフォルト・リスク要因と実現性のある 
シナリオ分析

–  LGD（Loss Given Default）分析により、デフォルト時
損失率の算出

–  安全なデータのアップロード機能により、取引先から 
入手した財務情報を標準化して保存

– 同業他社の信用状況の相対比較

–  定性的な情報やニュースにより、取引先に影響を与える
おそれのある問題を詳細に把握

–  881,000* を超える上場・非上場企業のデフォルト確率
（PD）とクレジット・スコアを事前に算出し、183ヵ国、
160業種、241の S&P Dow Jones指数にわたって集計。

Climate Credit Analytics
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスと Oliver 
Wymanが協業し、包括的な気候シナリオ分析および信用
分析モデルとして Climate Credit Analyticsを開発しまし
た。弊社のデータ、リソース、クレジット分析能力と Oliver 
Wymanの気候シナリオとストレステストの専門知識を組み
合わせたツールにより、ユーザーは主要な高炭素排出セク
ターを含むセクター別の包括的で一貫性のあるモデリングを
行うことができます。このツールでは、金融および業界固有
のデータ、高度で定量的なクレジット・スコアリング・メソ
ドロジー、Trucostと Panjivaの企業レベルのデータなど、
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス独自のデー
タセットを活用しています。

 

非上場企業および中小企業（SME） 
ソリューション
S&P グローバル・マーケット・インテリジェンスの
RiskGauge Reportsは、ダイナミックな分析モデルと確か
なデータを収録した包括的なビジネス・クレジット・レポー
トとして、取引先の信用リスク評価を合理化し、中小企業を
含む世界 5,000万社以上の上場・非上場企業に提供していま
す。

企業の信用リスクに関する詳細なプロファイルには、企業特
性（ファーモグラフィック）、相対的なパフォーマンスのベ
ンチマーク、洞察に富んだ解説に加え、以下の各データセッ
トを収録しています：

–  S&Pグローバル RiskGauge Score：企業の PDファ
ン ダ メ ン タ ル、PD Model Market Signal、 お よ び
CreditModel™ スコアで構成される総合的な信用リス
ク・スコア

–  PaySense BETA：過去の買掛取引データおよびマクロ
経済要因を使用して買掛取引の遅延の可能性を特定

–  MaxLimit：取引先の PD、流動性リスク、回復とリスク
選好の分析に基づきエクスポージャーの上限を特定

独自のコンテンツと地域に特化したアナリティクスにより、
S&P Global China Credit Analyticsプラットフォームの
信用格付けと、総じて整合性のあるアウトプットを通じて、
中国の中小企業の信用情報を生成します。

–  2,000万社以上の中国の民間企業を検索し、スクリーニ
ング

–  中国のデフォルトデータに基づいて調整された S&P 
グローバル・マーケット・インテリジェンスの 
PDファンダメンタル（PDFN：Probability of Default 
Fundamental）モデルを活用して、中国の現地企業を分析

–  クレジット・ワークフローツールを活用してバッチ・ス
コアリングとクレジットリスク・ダッシュボードを実行、
事業体におけるポートフォリオのクレジット・プロファ
イルを可視化

–  業界および省レベルのベンチマークを使用して、事前に
評価された 100万社の大規模な中国の中小企業のデフォ
ルト確率にアクセス

–  中国語と英語の双方をサポートしたデュアル言語のユー
ザーインターフェイスの活用

* 2020年 6月 30日現在のカバレッジ



Get the essentials, quicker
Automatically extract and spread data from Images and 
PDF financial statements, including scanned documents, 
with ProSpread™.

 – Spread extracted financials into your 
proprietary data store

 – Score companies with extracted financials by  
leveraging Credit Analytics models

Flexible delivery options
Credit Analytics models and data are:

 – Fully integrated in the S&P Capital IQ platform 
and Excel® Plug-in

 – Accessible via API solutions to embed in internal and 
third party platforms

 – Delivered via bulk data feed alongside credit ratings, 
financials, market data and more

Data Coverage
Dive into timely and transparent* data on over 50  
million companies. Screen for prospects or investments  
by geography, sector, rating, credit score, stock price, market 
cap, estimates, and financials. Input and save financials 
of private counterparties and share with colleagues. 

Get localized credit analytics on the China Credit Analytics 
platform which features data from over 20 million Chinese 
private companies.

Analytics
Leverage sophisticated models to generate quantitative 
credit scores on global counterparties, which can be 
scored individually or in a batch. S&P Global RiskGauge 
Reports powered by Credit Analytics analytical models 
provide a detailed picture of default and liquidity risk.

Utilize country and industry risk profiles,as well as 
aggregate credit risk distributions across your portfolio.

Workflow
Intelligently search and screen companies based on 
advanced criteria. View company credit assessment 
scores or analyze proprietary companies on demand. 
Monitor and surveil your counterparties and group them 
into watchlists, then visualize through dashboards or 
custom Excel templates. Activate alerts to get notified 
on changes to your risks. Eliminate the time consuming 
process of manual input of financial statement data into 
your tools with ProSpread, a powerful workflow tool for 
extracting and analyzing financial statement data.

* transparent = click through to underlying data source

より迅速に必要不可欠なデータを入手
ProSpread™を使用すれば、スキャンした資料を含む画像や
財務諸表 PDFファイルからデータを自動的に抽出してスプ
レッドすることが可能です。

– 抽出した財務諸表を独自のデータストアに展開 

–  Credit Analyticsモデルを活用して財務内容を抽出した
企業をスコアリング

柔軟性のある配信オプション
–  Credit Analyticsのモデルとデータは以下の方法でご利

用いただけます：

–  S&P Capital IQプラットフォームおよび Excel® プラグ
イン

–  自社システムおよびサードパーティのプラットフォーム
に取り込む APIソリューション

–  格付け、財務情報、マーケットデータのデータフィード
による一括配信

収録データ
5,000万社超の企業に関するタイムリーで透明性の高い *
データにアクセス。地域、セクター、格付け、クレジット・
スコア、株価、時価総額、業績予想、財務情報をもとに、 
見通しや投資先をスクリーニングします。非上場カウンター
パーティの財務情報を入力して保存し、社内での共有も可能
です。

2,000万社以上の中国の民間企業のデータを備えた China 
Credit Analyticsプラットフォームで、地域に特化した信用
分析を入手できます。 

分析
高性能なモデルを活用して各国のカウンターパーティに関す
る定量的クレジット・スコアを作成。スコアリングは個別／
バッチのいずれかを選択できます。Credit Analyticsの分析
モデルを搭載した S&Pグローバル RiskGauge Reportsで、
デフォルトと流動性リスクの詳細な全体像を把握。

国別、業界別のリスクプロファイルに加え、ポートフォリオ
内の信用リスク分布を集計したデータも活用できます。

ワークフロー
高度なクライテリアに基づき、企業情報を検索・スクリーニ
ング。企業の信用評価スコアの全内容を表示、必要に応じて
企業を分析できます。カウンターパーティをモニタリング、
予兆管理、グループ分けしてウォッチリストに登録し、ダッ
シュボードまたはカスタマイズした Excelテンプレートを用
いて可視化。さらにアラート機能を活用すれば、取引先のリ
スク状況に変化があった場合に、通知メッセージを受け取る
ことも可能です。財務諸表データを抽出・分析するための強
力なワークフローツールである ProSpreadを活用すること
で、手動で財務諸表データを入力するなど手間がかかるプロ
セスを省くことができます。

*透明性の高い = 基礎データソースへのアクセス



S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスについて
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスでは、正確で深い知見のある情
報の重要性を理解しています。財務・業界データ、リサーチ、ニュースと、パフォー
マンスのモニタリング、アルファの生成、投資アイデアの特定、バリュエーション
の実施、および信用リスクの評価を組み合わせたツールを提供しています。この不
可欠な情報を活用して、世界中の投資専門家、政府機関、企業、および大学は、ビ
ジネスや投資において確信のある意思決定を行っています。

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、S&Pグローバル（NYSE: 
SPGI）の一部門であり、世界の資本市場およびコモディティ市場における信用格
付け、ベンチマーク、分析を提供する世界有数のプロバイダーであり、ESGソリュー
ション、重要なビジネス要因に関する深いデータ、洞察を提供しています。S&P 
グローバルは 160年以上にわたり、機会を発掘し、成長を促進し、進歩を加速さ
せるために不可欠な情報を提供してきました。

詳細については、www.spglobal.com/marketintelligence/jp/ をご覧ください。
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About S&P Global Market Intelligence
At S&P Global Market Intelligence, we know that not all information is 
important—some of it is vital. Accurate, deep and insightful. We integrate 
financial and industry data, research and news into tools that help track 
performance, generate alpha, identify investment ideas, understand 
competitive and industry dynamics, perform valuation and assess credit 
risk. Investment professionals, government agencies, corporations and 
universities globally can gain the intelligence essential to making business 
and financial decisions with conviction.

S&P Global Market Intelligence is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), 
which provides essential intelligence for individuals, companies and 
governments to make decisions with confidence. For more information, 
visit www.spglobal.com/marketintelligence.
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