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質の高いデータで信用評価を強化 
 

   
クライアント：  

世界中に取引先を有しアジア・太平洋を拠点にする世界有数のコングロマリット企業 

 

提供先：  

アジア・太平洋地域を担当する会計・財務部門 

 

ユーザー：  

財務責任者、財務アナリストおよびクレジット・アナリスト 

 

課題： 重要な信用リスク・データの欠如と自動化されていないシステムによる非効率性に加え、取

引先の購入代金支払能力に悪影響を及ぼしかねない深刻な状況の進行を見逃してしまう恐れ。 

 

   
世界中でビジネスを行うアジアの巨大コングロマリット企業は、様々な取引先向けに、広範な工業

製品を生産している。取引先には掛売条件を供与し、掛けで購入できるようにしており、それらの

取引先は銀行からの信用状（L/C）によって、自らが支払不能になった場合でも金融債務の弁済を

約束している。このように、銀行がすべてのリスクを引き受けるため、銀行自体の信用力が非常に

重要になっている。 

 

シンガポールを拠点とするこのコングロマリット企業の一部門である会計・財務チームは、取引先

が利用している数百にのぼる銀行の信用力の健全性についてモニタリングしている。同チームは、

すべてのデータ収集が自動化され、より改良された卓越的な早期警告シグナルにより、企業収益

に影響を及ぼす恐れのある事態に迅速に対応できるよう、既存のプラットフォームをアップグレー

ドする必要があると考えた。そこで、2017年秋に、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス

（以下「マーケット・インテリジェンス」という）の営業グループとディスカッションを開始した。 

会計・財務チームが目的を達成するために注意すべき点とは？ 

 

会計・財務チームは、信用のモニタリングにおいて、以下の主な 3点に責任を負っている。 

1. 銀行の格下げまたは、将来の債務不履行の恐れによる財務損失を回避すること。 

2. 部門の売掛債権の健全性を保つこと。そのために、支払いに悪影響を及ぼす恐れのあ

る最新情報をトラッキングすること。 

3. 問題が発生する可能性を内部関係者に共有し、取引先や銀行と共に継続中の取引に関

するディスカッションを先導すること。 

お問合わせ 
 

アジア太平洋 

+852-2533-3565 

ヨーロッパ・中東・アフリカ 
+44-207-176-1234 

米国 

+1 877 863 1306  
 

会計・財務チームは、

タイムリーなニュー

ス、財務諸表、信用格

付けと組織変更の発

表に、すべて一体化し

た使いやすいプラット

フォームを通じてアク

セスを望んでいた。 
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このチームは、上記の責任を果たすために、タイムリーなニュース、財務諸表、信用格付けと組織

変更の発表等を、一体化した使いやすいプラットフォームを通じて取得することを求めていた。さ

らに同チームでは、以下の点も非常に重要であると考えていた。 

 

 企業の組織階層への理解を深め、銀行の最終的な所有者を追跡すること。 

 連携している銀行子会社のリスクプロフィールに関する情報（親会社の情報とは異なるこ

とが多いため）。 

 データ収集の自動化にあたり、正確なデータのタグ付けを行い、銀行を銀行として識別

すること。これは、金融機関が証券業務や資産運用管理部門を有しており、結果的に間

違ったタグ付けの可能性がある複雑な状況下では、特に重要である。 

 

マーケット・インテリジェンスがこの状況で提案したアプローチとは？ 

 

マーケット・インテリジェンスの営業グループのメンバーは、会計・財務チームとミーティングを重ね、

業務目的、ワークフローと弱点を診断し、ニーズに応えるために最善と思われるソリューションを

判定した。同メンバーは、当時、企業が別の第三者プロバイダーから提供されていたプラットフォ

ームと、その欠点について説明し、会計・財務チームが最も役に立つと判断した定量的データと、

マニュアル作業で収集する必要があった定性的データを検証した。さらに、データをエクセルの表

計算ソフトに取り込むため使用していたテンプレートについてもテストを行った。こうした背景を把

握した上で、営業グループは、当時利用されていたプラットフォームの欠陥を補完するソリューショ

ンを提案し、同チームで行われていた信用モニタリング業務の更なる高度化に成功した。  

 

会計・財務チームは、この診断アプローチと、柔軟性のある提案を高く評価した。同チームは、作

業方法、要求事項、タイムリーな情報を用いて信用モニタリングの職責を果たす重要性について、

営業グループが明確に理解していると実感した。   

 

マーケット・インテリジェンスが提案した項目の中で、会計・財務チームが最も評

価した点は？ 

 

同チームは、以下に掲げる 4つの主な項目について非常に共感し、既存システムをMarket 

Intelligenceプラットフォームに置き換えることを迅速に決定した。 

 

1. 広範なデータ 広範な情報にアクセスする環境が整ったために、同チームは、リスクを

多面的に検証することが可能となった。また、結論をまとめ上げるために公開の情報源

を精査して時間を費やす必要がなくなった。これには以下に掲げる事項が含まれる。 

 

 銀行の経営、戦略と事業の成功についての洞察を得るための、広範な定性的情報。 

 銀行子会社の所在する地域に関する重要な詳細情報。これは、信用状（L/C）を発行して

いると思われる特定の金融機関のリスクプロフィールを十分に理解するためのものであ

る。 

 国際的な上位 3社の格付機関による信用格付け。これによって、銀行を包括的に評価

するとともに、不履行の可能性に関する多くの予兆を得ることができる。  
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 企業の階層制に関する記述。これは、銀行の全体的な所有構造の概要を記したもので

ある。 

 

2. 質の高いデータ   3段階のアプローチで、データの完全性を確保するとともに、銀行を

タグ付ける強力なシステムによって、入手可能な質の高い情報を用いて業務を行ってい

るという確信を持つことができる。 

 

 マーケット・インテリジェンスのアナリストグループが、収集したすべての情報から不要な

情報を除去し、自動化したシステムによって異常値や例外値をチェック。最終的にデータ

公表前に別のアナリストグループが審査する。 

 

3. 柔軟性  強力なデータテンプレートを用いることにより、データをプラットフォーム

からエクセルに出力するために従来用いていた方法と比べ、多くの選択肢が増え、継続

中のワークフローを支援することができた。 

 

 マーケット・インテリジェンスの標準的なデータテンプレートでは、データ収集の先進的な

手法を提供しており、また、サポートチームの支援により、分析のための重要なフォーマ

ットのカスタマイズを容易に行うことができるようになった。 

 

4. サポート  サービスの導入オリエンテーションから通常業務のサポートまで、起こ

りうるどのような問題にも対処するために質の高いサポートを提供し、継続的に密な連携

をとっていけることがわかった。 

 

 オンサイトトレーニングを通して、同チームは、状況を迅速に把握することができるように

なる。 

 専属のリレーションシップ・マネージャーにより高い顧客満足を継続的に保てる。 

 クライアントサービスに 24時間 365日問い合わせが可能。 

 

ソリューションの主要な利点 

 

会計・財務チームにとってMarket Intelligenceプラットフォームにグレードアップしたことは、信用

モニタリングを強化し、リスク発生の恐れを最小化するための重要な変革であった。タイムリーな

定量的・定性的データを組み合わせることで、銀行に発生する事態を把握し、企業の財務損失に

つながる恐れのあるいかなる問題も迅速に特定することができる。信用リスクをこのように全方向

からモニタリングすることで、販売協議と売掛債権に影響を及ぼす恐れのある問題が発生する可

能性について、内部関係者に警告することもできる。 

 

これまでのマニュアル作業によるデータ収集作業と比べ、自動化にすることで同チームの生産性

が飛躍的に高まり、付加価値のある分析作業にさらに多くの時間を費やすことが可能になった。

さらに、マーケット・インテリジェンスからの継続的にサポートにより、問題に対して迅速かつ十分

な回答を得られ、チームは引き続き業務に注力することができる。マーケット・インテリジェンスの

継続的なプラットフォームの改善により、将来にわたって会計・財務チームの変化するニーズに確

実に応えることが可能となる。
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