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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力装置と、入力情報登録部と、基礎情報記憶部と、ローン情報記憶部と、回帰モデル
生成部と、回帰モデル記憶部と、スプレッド算出部と、スプレッド記憶部と、回帰式算出
部と、デフォルト実績記憶部と、回帰式記憶部と、デフォルト確率算出部と、算出結果記
憶部と、算出結果出力部と、ディスプレイとを備えたシステムであって、
　上記入力情報登録部は、上記入力装置を介して入力された、複数の公募債の第１の時点
における残存期間と、各公募債の利回りと国債の利回りとの差を表す第１の時点における
スプレッドと、各公募債の発行企業に係る第１の時点における特定の財務データと、上記
第１の時点よりも所定期間経過した第２の時点における上記各公募債の残存期間と、第２
の時点における各公募債のスプレッドと、第２の時点における各公募債の発行企業に係る
上記と同種の財務データを、上記基礎情報記憶部に格納する処理と、上記入力装置を介し
て入力された、複数企業の負債に関する上記第１の時点におけるそれぞれの残存期間と、
第１の時点における各企業の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記憶部に格納す
る処理を実行し、
　上記回帰モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第１の時点
における残存期間及び第１の時点における財務データを第１の時点におけるスプレッドの
説明変数とする回帰分析を実行して、第１の時点における回帰モデルを導出すると共に、
上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第２の時点における残存期間及び第２の
時点における財務データを第２の時点におけるスプレッドの説明変数とする回帰分析を実
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行して、第２の時点における回帰モデルを導出した後、これら第１の時点における回帰モ
デルと第２の時点における回帰モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理を実行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点における回帰
モデルに、上記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点における残存期間及び
各企業に係る第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１の時点におけるスプ
レッドを算出し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、
　上記回帰式算出部は、上記スプレッド記憶部に格納された各負債の第１の時点における
スプレッドをその大きさの順に整列配置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、
各負債のスプレッドの平均値である平均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企
業のデフォルト実績データを格納しておく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時
点～第２の時点間において上記負債に係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績
データを読み出して、各負債に係る企業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理
と、上記において算出しておいた各グループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づい
て、スプレッドとデフォルトとの相関を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納す
る処理を実行し、
　さらに、上記入力装置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点における残存
期間と、当該特定企業の上記第２の時点における上記と同種の財務データが入力された場
合に、上記入力情報登録部は、これらの入力情報を上記ローン情報記憶部に格納する処理
を実行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第２の時点における回帰
モデルと、上記ローン情報記憶部に格納された当該特定企業の負債の第２の時点における
残存期間及び当該特定企業の第２の時点における財務データを用いて、第２の時点におけ
る当該負債のスプレッドを算出する処理を実行し、
　上記デフォルト確率算出部は、このスプレッドを上記回帰式記憶部に格納された回帰式
に代入することにより、当該特定企業の第２の時点から所定期間経過した第３の時点まで
の間におけるデフォルト確率を算出し、上記算出結果記憶部に格納する処理を実行し、
　上記算出結果出力部は、この算出結果記憶部に格納された特定企業のデフォルト確率を
、上記ディスプレイに表示させる処理を実行することを特徴とする企業の信用力算出シス
テム。
【請求項２】
　入力装置と、入力情報登録部と、基礎情報記憶部と、ローン情報記憶部と、回帰モデル
生成部と、回帰モデル記憶部と、スプレッド算出部と、スプレッド記憶部と、回帰式算出
部と、デフォルト実績記憶部と、回帰式記憶部と、デフォルト確率算出部と、算出結果記
憶部と、算出結果出力部と、ディスプレイとを備えたシステムであって、
　上記入力情報登録部は、上記入力装置を介して入力された、複数の公募債の第１の時点
における残存期間と、各公募債の利回りと国債の利回りとの差を表す第１の時点における
スプレッドと、各公募債の発行企業の業種コードと、各公募債の発行企業に係る第１の時
点における特定の財務データと、上記第１の時点よりも所定期間経過した第２の時点にお
ける上記各公募債の残存期間と、第２の時点における各公募債のスプレッドと、第２の時
点における各公募債の発行企業に係る上記と同種の財務データを、上記基礎情報記憶部に
格納する処理と、上記入力装置を介して入力された、複数企業の負債に関する上記第１の
時点におけるそれぞれの残存期間と、各企業の業種コードと、第１の時点における各企業
の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記憶部に格納する処理を実行し、
　上記回帰モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第１の時点
における残存期間及び第１の時点における財務データを第１の時点におけるスプレッドの
説明変数とする回帰分析を同一業種毎に実行して、第１の時点における回帰モデルを業種
別に導出すると共に、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第２の時点におけ
る残存期間及び第２の時点における財務データを第２の時点におけるスプレッドの説明変
数とする回帰分析を同一業種毎に実行して、第２の時点における回帰モデルを業種別に導
出した後、これら第１の時点における業種別回帰モデルと第２の時点における業種別回帰
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モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理を実行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点における各企
業の業種に係る回帰モデルに、上記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点に
おける残存期間及び各企業に係る第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１
の時点におけるスプレッドを算出し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、
　上記回帰式算出部は、上記スプレッド記憶部に格納された各負債の第１の時点における
スプレッドをその大きさの順に整列配置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、
各負債のスプレッドの平均値である平均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企
業のデフォルト実績データを格納しておく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時
点～第２の時点間において上記負債に係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績
データを読み出して、各負債に係る企業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理
と、上記において算出しておいた各グループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づい
て、スプレッドとデフォルトとの相関を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納す
る処理を実行し、
　さらに、上記入力装置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点における残存
期間と、当該特定企業の業種コードと、当該特定企業の上記第２の時点における上記と同
種の財務データが入力された場合に、上記入力情報登録部は、これらの入力情報を上記ロ
ーン情報記憶部に格納する処理を実行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第２の時点における当該
特定企業の業種に対応した回帰モデルと、上記ローン情報記憶部に格納された当該特定企
業の負債の第２の時点における残存期間及び当該特定企業の第２の時点における財務デー
タを用いて、第２の時点における当該負債のスプレッドを算出する処理を実行し、
　上記デフォルト確率算出部は、このスプレッドを上記回帰式記憶部に格納された回帰式
に代入することにより、当該特定企業の第２の時点から所定期間経過した第３の時点まで
の間におけるデフォルト確率を算出し、上記算出結果記憶部に格納する処理を実行し、
　上記算出結果出力部は、この算出結果記憶部に格納された特定企業のデフォルト確率を
、上記ディスプレイに表示させる処理を実行することを特徴とする企業の信用力算出シス
テム。
【請求項３】
　上記スプレッド算出部は、上記負債のスプレッドを割引債ベースのスプレッドに変換す
る処理を実行することを特徴とする請求項１または２に記載の企業の信用力算出システム
。
【請求項４】
　コンピュータを、入力情報登録部、基礎情報記憶部、ローン情報記憶部、回帰モデル生
成部、回帰モデル記憶部、スプレッド算出部、スプレッド記憶部、回帰式算出部、デフォ
ルト実績記憶部、回帰式記憶部、デフォルト確率算出部、算出結果記憶部、算出結果出力
部として機能させるプログラムであって、
　上記入力情報登録部は、入力装置を介して入力された、複数の公募債の第１の時点にお
ける残存期間と、各公募債の利回りと国債の利回りとの差を表す第１の時点におけるスプ
レッドと、各公募債の発行企業に係る第１の時点における特定の財務データと、上記第１
の時点よりも所定期間経過した第２の時点における上記各公募債の残存期間と、第２の時
点における各公募債のスプレッドと、第２の時点における各公募債の発行企業に係る上記
と同種の財務データを、上記基礎情報記憶部に格納する処理と、入力装置を介して入力さ
れた、複数企業の負債に関する上記第１の時点におけるそれぞれの残存期間と、第１の時
点における各企業の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記憶部に格納する処理を
実行し、
　上記回帰モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第１の時点
における残存期間及び第１の時点における財務データを第１の時点におけるスプレッドの
説明変数とする回帰分析を実行して、第１の時点における回帰モデルを導出すると共に、
上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第２の時点における残存期間及び第２の
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時点における財務データを第２の時点におけるスプレッドの説明変数とする回帰分析を実
行して、第２の時点における回帰モデルを導出した後、これら第１の時点における回帰モ
デルと第２の時点における回帰モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理を実行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点における回帰
モデルに、上記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点における残存期間及び
各企業に係る第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１の時点におけるスプ
レッドを算出し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、
　上記回帰式算出部は、上記スプレッド記憶部に格納された各負債の第１の時点における
スプレッドをその大きさの順に整列配置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、
各負債のスプレッドの平均値である平均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企
業のデフォルト実績データを格納しておく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時
点～第２の時点間において上記負債に係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績
データを読み出して、各負債に係る企業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理
と、上記において算出しておいた各グループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づい
て、スプレッドとデフォルトとの相関を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納す
る処理を実行し、
　さらに、入力装置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点における残存期間
と、当該特定企業の上記第２の時点における上記と同種の財務データが入力された場合に
、上記入力情報登録部は、これらの入力情報を上記ローン情報記憶部に格納する処理を実
行し、
　上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第２の時点における回帰
モデルと、上記ローン情報記憶部に格納された当該特定企業の負債の第２の時点における
残存期間及び当該特定企業の第２の時点における財務データを用いて、第２の時点におけ
る当該負債のスプレッドを算出する処理を実行し、
　上記デフォルト確率算出部は、このスプレッドを上記回帰式記憶部に格納された回帰式
に代入することにより、当該特定企業の第２の時点から所定期間経過した第３の時点まで
の間におけるデフォルト確率を算出し、上記算出結果記憶部に格納する処理を実行し、
　上記算出結果出力部は、この算出結果記憶部に格納された特定企業のデフォルト確率を
、ディスプレイに表示させる処理を実行することを特徴とする企業の信用力算出プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、企業の信用力算出システム及び算出プログラムに係り、特に、公募債未発
行企業の信用力（債務不履行）を各種財務データ等に基づいて算出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　銀行等の金融機関や保険会社等の機関投資家は、リスクを分散するため融資先企業ある
いは投資先企業のデフォルト確率を事前に把握しておく必要があり、これまでは格付会社
による信用情報に基づいて倒産確率を大まかに把握することが行われてきた。
　しかしながら、格付会社による信用情報は次のような問題があった。
(1) 対象企業へのヒアリング等に時間を要するため更新が遅い。
(2) 評価基準や情報源が不明瞭であり、客観性に乏しい。この結果、格付会社間　 で評
価が分かれる場合が少なくない。
(3) 格付会社一社による対象企業数が数百社程度と限られている。
【０００３】
　これに対し、特許文献１においては、企業の借金の借用書である債券の価格には発行企
業の倒産確率に関する市場の評価が織り込まれているとの前提に立ち、社債の価格と属性
を信用リスクが限りなくゼロに近い国債の価格及び属性と対比することによって企業の信
用力を算出する技術が開示されている。
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【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１２５９５３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この特許文献１において発明者が主張するように、債券価格にデフォルト時の回収率情
報までが織り込まれているかについては疑問が残るが、少なくともトレーダは債券取引に
おいて発行体の信用リスクを基準として取引価格の設定を行っているため、債券価格に基
づいて信用力を推定するという発想自体は支持することができる。
　このように、債券の市場価格という公開情報を基準にして信用力を算出することにより
、従来の格付会社による信用情報に比べて客観的な判定結果が得られると共に、より広範
囲の発行体について信用力を算出することが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、そもそも公募債を発行している企業数は限られており、大多数の企業に
関しては市場金利のような信用力を表す客観的な尺度が存在していないのが実情である。
このため、特許文献１の技術は、公募債未発行企業の信用力を推定する目的には適用でき
ないという問題があった。また企業の信用力の推定を企図しているにも拘らず、実績の倒
産データを全く用いない点についても、再考の余地があろう。
　また近年では、法人ローンなど市場金利の存在しない企業負債が取引の対象として注目
されつつあり、法人ローンの市場金利の推定手法（プライシング）やこれと整合性の取れ
た信用リスク管理手法が求められていることもあり、公募債未発行企業の信用力を示す数
値を客観的に算出する技術の確立が、金融機関等において急務と認識されている。
【０００７】
　この発明は、企業の信用力算出に纏わる上記の問題点に鑑みて案出されたものであり、
公募債未発行企業の信用力を示す値を高精度で算出可能な技術を提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、請求項１に記載した企業の信用力算出システムは、入力装
置と、入力情報登録部と、基礎情報記憶部と、ローン情報記憶部と、回帰モデル生成部と
、回帰モデル記憶部と、スプレッド算出部と、スプレッド記憶部と、回帰式算出部と、デ
フォルト実績記憶部と、回帰式記憶部と、デフォルト確率算出部と、算出結果記憶部と、
算出結果出力部と、ディスプレイとを備えたシステムであって、上記入力情報登録部は、
上記入力装置を介して入力された、複数の公募債の第１の時点における残存期間と、各公
募債の利回りと国債の利回りとの差を表す第１の時点におけるスプレッドと、各公募債の
発行企業に係る第１の時点における特定の財務データと、上記第１の時点よりも所定期間
経過した第２の時点における上記各公募債の残存期間と、第２の時点における各公募債の
スプレッドと、第２の時点における各公募債の発行企業に係る上記と同種の財務データを
、上記基礎情報記憶部に格納する処理と、上記入力装置を介して入力された、複数企業の
負債に関する上記第１の時点におけるそれぞれの残存期間と、第１の時点における各企業
の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記憶部に格納する処理を実行し、上記回帰
モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第１の時点における残
存期間及び第１の時点における財務データを第１の時点におけるスプレッドの説明変数と
する回帰分析を実行して、第１の時点における回帰モデルを導出すると共に、上記基礎情
報記憶部に格納された各公募債に係る第２の時点における残存期間及び第２の時点におけ
る財務データを第２の時点におけるスプレッドの説明変数とする回帰分析を実行して、第
２の時点における回帰モデルを導出した後、これら第１の時点における回帰モデルと第２
の時点における回帰モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理を実行し、上記スプレ
ッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点における回帰モデルに、上
記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点における残存期間及び各企業に係る
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第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１の時点におけるスプレッドを算出
し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、上記回帰式算出部は、上記スプレッ
ド記憶部に格納された各負債の第１の時点におけるスプレッドをその大きさの順に整列配
置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、各負債のスプレッドの平均値である平
均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企業のデフォルト実績データを格納して
おく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時点～第２の時点間において上記負債に
係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績データを読み出して、各負債に係る企
業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理と、上記において算出しておいた各グ
ループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づいて、スプレッドとデフォルトとの相関
を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納する処理を実行し、さらに、上記入力装
置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点における残存期間と、当該特定企業
の上記第２の時点における上記と同種の財務データが入力された場合に、上記入力情報登
録部は、これらの入力情報を上記ローン情報記憶部に格納する処理を実行し、上記スプレ
ッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第２の時点における回帰モデルと、上
記ローン情報記憶部に格納された当該特定企業の負債の第２の時点における残存期間及び
当該特定企業の第２の時点における財務データを用いて、第２の時点における当該負債の
スプレッドを算出する処理を実行し、上記デフォルト確率算出部は、このスプレッドを上
記回帰式記憶部に格納された回帰式に代入することにより、当該特定企業の第２の時点か
ら所定期間経過した第３の時点までの間におけるデフォルト確率を算出し、上記算出結果
記憶部に格納する処理を実行し、上記算出結果出力部は、この算出結果記憶部に格納され
た特定企業のデフォルト確率を、上記ディスプレイに表示させる処理を実行することを特
徴としている。
【０００９】
　また、請求項２に記載した企業の信用力算出システムは、入力装置と、入力情報登録部
と、基礎情報記憶部と、ローン情報記憶部と、回帰モデル生成部と、回帰モデル記憶部と
、スプレッド算出部と、スプレッド記憶部と、回帰式算出部と、デフォルト実績記憶部と
、回帰式記憶部と、デフォルト確率算出部と、算出結果記憶部と、算出結果出力部と、デ
ィスプレイとを備えたシステムであって、上記入力情報登録部は、上記入力装置を介して
入力された、複数の公募債の第１の時点における残存期間と、各公募債の利回りと国債の
利回りとの差を表す第１の時点におけるスプレッドと、各公募債の発行企業の業種コード
と、各公募債の発行企業に係る第１の時点における特定の財務データと、上記第１の時点
よりも所定期間経過した第２の時点における上記各公募債の残存期間と、第２の時点にお
ける各公募債のスプレッドと、第２の時点における各公募債の発行企業に係る上記と同種
の財務データを、上記基礎情報記憶部に格納する処理と、上記入力装置を介して入力され
た、複数企業の負債に関する上記第１の時点におけるそれぞれの残存期間と、各企業の業
種コードと、第１の時点における各企業の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記
憶部に格納する処理を実行し、上記回帰モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納され
た各公募債に係る第１の時点における残存期間及び第１の時点における財務データを第１
の時点におけるスプレッドの説明変数とする回帰分析を同一業種毎に実行して、第１の時
点における回帰モデルを業種別に導出すると共に、上記基礎情報記憶部に格納された各公
募債に係る第２の時点における残存期間及び第２の時点における財務データを第２の時点
におけるスプレッドの説明変数とする回帰分析を同一業種毎に実行して、第２の時点にお
ける回帰モデルを業種別に導出した後、これら第１の時点における業種別回帰モデルと第
２の時点における業種別回帰モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理を実行し、上
記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点における各企業の
業種に係る回帰モデルに、上記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点におけ
る残存期間及び各企業に係る第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１の時
点におけるスプレッドを算出し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、上記回
帰式算出部は、上記スプレッド記憶部に格納された各負債の第１の時点におけるスプレッ
ドをその大きさの順に整列配置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、各負債の
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スプレッドの平均値である平均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企業のデフ
ォルト実績データを格納しておく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時点～第２
の時点間において上記負債に係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績データを
読み出して、各負債に係る企業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理と、上記
において算出しておいた各グループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づいて、スプ
レッドとデフォルトとの相関を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納する処理を
実行し、さらに、上記入力装置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点におけ
る残存期間と、当該特定企業の業種コードと、当該特定企業の上記第２の時点における上
記と同種の財務データが入力された場合に、上記入力情報登録部は、これらの入力情報を
上記ローン情報記憶部に格納する処理を実行し、上記スプレッド算出部は、上記回帰モデ
ル記憶部に格納された第２の時点における当該特定企業の業種に対応した回帰モデルと、
上記ローン情報記憶部に格納された当該特定企業の負債の第２の時点における残存期間及
び当該特定企業の第２の時点における財務データを用いて、第２の時点における当該負債
のスプレッドを算出する処理を実行し、上記デフォルト確率算出部は、このスプレッドを
上記回帰式記憶部に格納された回帰式に代入することにより、当該特定企業の第２の時点
から所定期間経過した第３の時点までの間におけるデフォルト確率を算出し、上記算出結
果記憶部に格納する処理を実行し、上記算出結果出力部は、この算出結果記憶部に格納さ
れた特定企業のデフォルト確率を、上記ディスプレイに表示させる処理を実行することを
特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載した企業の信用力算出システムは、請求項１または２に記載のシステム
であって、上記スプレッド算出部が、上記負債のスプレッドを割引債ベースのスプレッド
に変換する処理を実行することを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載した企業の信用力算出プログラムは、コンピュータを、入力情報登録部
、基礎情報記憶部、ローン情報記憶部、回帰モデル生成部、回帰モデル記憶部、スプレッ
ド算出部、スプレッド記憶部、回帰式算出部、デフォルト実績記憶部、回帰式記憶部、デ
フォルト確率算出部、算出結果記憶部、算出結果出力部として機能させるプログラムであ
って、上記入力情報登録部は、入力装置を介して入力された、複数の公募債の第１の時点
における残存期間と、各公募債の利回りと国債の利回りとの差を表す第１の時点における
スプレッドと、各公募債の発行企業に係る第１の時点における特定の財務データと、上記
第１の時点よりも所定期間経過した第２の時点における上記各公募債の残存期間と、第２
の時点における各公募債のスプレッドと、第２の時点における各公募債の発行企業に係る
上記と同種の財務データを、上記基礎情報記憶部に格納する処理と、入力装置を介して入
力された、複数企業の負債に関する上記第１の時点におけるそれぞれの残存期間と、第１
の時点における各企業の上記と同種の財務データを、上記ローン情報記憶部に格納する処
理を実行し、上記回帰モデル生成部は、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る
第１の時点における残存期間及び第１の時点における財務データを第１の時点におけるス
プレッドの説明変数とする回帰分析を実行して、第１の時点における回帰モデルを導出す
ると共に、上記基礎情報記憶部に格納された各公募債に係る第２の時点における残存期間
及び第２の時点における財務データを第２の時点におけるスプレッドの説明変数とする回
帰分析を実行して、第２の時点における回帰モデルを導出した後、これら第１の時点にお
ける回帰モデルと第２の時点における回帰モデルを上記回帰モデル記憶部に格納する処理
を実行し、上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第１の時点にお
ける回帰モデルに、上記ローン情報記憶部に格納された各負債の第１の時点における残存
期間及び各企業に係る第１の時点における財務データを用いて、各負債の第１の時点にお
けるスプレッドを算出し、上記スプレッド記憶部に格納する処理を実行し、上記回帰式算
出部は、上記スプレッド記憶部に格納された各負債の第１の時点におけるスプレッドをそ
の大きさの順に整列配置し、各負債を所定数のグループに分ける処理と、各負債のスプレ
ッドの平均値である平均スプレッドをグループ単位で算出する処理と、企業のデフォルト
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実績データを格納しておく上記デフォルト実績記憶部から、上記第１の時点～第２の時点
間において上記負債に係る各企業が倒産したか否かを示すデフォルト実績データを読み出
して、各負債に係る企業のデフォルト確率をグループ単位で算出する処理と、上記におい
て算出しておいた各グループの平均スプレッドとデフォルト確率に基づいて、スプレッド
とデフォルトとの相関を示す回帰式を導出し、上記回帰式記憶部に格納する処理を実行し
、さらに、入力装置を介して、特定企業の負債に関する上記第２の時点における残存期間
と、当該特定企業の上記第２の時点における上記と同種の財務データが入力された場合に
、上記入力情報登録部は、これらの入力情報を上記ローン情報記憶部に格納する処理を実
行し、上記スプレッド算出部は、上記回帰モデル記憶部に格納された第２の時点における
回帰モデルと、上記ローン情報記憶部に格納された当該特定企業の負債の第２の時点にお
ける残存期間及び当該特定企業の第２の時点における財務データを用いて、第２の時点に
おける当該負債のスプレッドを算出する処理を実行し、上記デフォルト確率算出部は、こ
のスプレッドを上記回帰式記憶部に格納された回帰式に代入することにより、当該特定企
業の第２の時点から所定期間経過した第３の時点までの間におけるデフォルト確率を算出
し、上記算出結果記憶部に格納する処理を実行し、上記算出結果出力部は、この算出結果
記憶部に格納された特定企業のデフォルト確率を、ディスプレイに表示させる処理を実行
することを特徴としている。

【発明の効果】
【００１２】
　請求項１または２に記載した企業の信用力算出システム及び請求項４に記載した企業の
信用力算出プログラムにあっては、まず第１の時点及び第２の時点における各公募債発行
企業の現実のスプレッド及び各公募債発行企業の安全性や収益性を示す各種財務データに
基づいて、スプレッドと財務データとの相関を示す回帰モデルを各時点毎に生成し、第１
の時点における回帰モデルに公募債未発行企業の財務データを適用することによって各企
業に係る負債の第１の時点におけるスプレッドを推定した後、このスプレッドと両時点間
における公募債未発行企業のデフォルト実績データに基づいてスプレッドとデフォルトと
の相関を示す回帰式を求め、つぎに特定の公募債未発行企業の第２の時点における財務デ
ータ及び残存年数を第２の時点における回帰モデルに適用して当該企業に係る負債のスプ
レッドを推定し、これを上記の回帰式に代入することによって、当該公募債未発行企業の
将来におけるデフォルト確率を算出する仕組みを備えている。
　このように、公募債未発行企業の信用力（デフォルト確率）を客観的な数値として算出
可能であることから、金融機関等におけるリスク管理ツールとして有用である。
【００１３】
　請求項２に記載した企業の信用力算出システムの場合、さらに、業種毎の回帰モデルが
導出されると共に、各負債のスプレッドを算出するに際して当該企業の業種に対応した回
帰モデルが適用されるため、業種毎の特性を反映させた算出結果が得られる利点がある。
【００１４】
　請求項３に記載した信用力算出システムによれば、割引債ベースに変換されたスプレッ
ドが得られるため、公募債のクーポン（利息）に対する信用情報を除外した、より正確な
算出結果が得られる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、この発明に係る企業の信用力算出システム10の機能構成を示すブロック図であ
り、キーボードやマウス等の入力装置12と、入力情報登録部14と、基礎情報記憶部16と、
回帰モデル生成部18と、回帰モデル記憶部20と、ローン情報記憶部22と、スプレッド算出
部24と、スプレッド記憶部26と、デフォルト実績記憶部28と、回帰式算出部30と、回帰式
記憶部32と、デフォルト確率算出部34と、算出結果記憶部36と、算出結果出力部38と、デ
ィスプレイ40とを備えている。
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　上記の入力情報登録部14、回帰モデル生成部18、スプレッド算出部24、回帰式算出部30
、デフォルト確率算出部34、算出結果出力部38は、コンピュータ（PC等）42のCPUが、OS
及び専用のアプリケーションプログラム等に従い、必要な処理を実行することによって実
現される。
　また、上記の基礎情報記憶部16、回帰モデル記憶部20、ローン情報記憶部22、スプレッ
ド記憶部26、デフォルト実績記憶部28、回帰式記憶部32、算出結果記憶部36は、コンピュ
ータ42のハードディスクやメモリ内に設けられている。
【００１６】
　図２は、このシステム10における処理の大まかな流れを示しており、以下の５つの段階
に大別される。
　(1) 現時点から所定期間（例えば２年間）遡った過去時点（第１の時点）における各公
募債の市場金利と国債金利との差であるスプレッド50、各公募債の残存年数52、発行企業
の財務データ54と、現時点（第２の時点）における各公募債のスプレッド50、残存年数52
、各発行企業の財務データ54に対して統計処理することにより、回帰モデル56を各時点毎
に生成する第１の段階。
　(2) 過去時点における回帰モデル56に、過去時点における複数の公募債未発行企業に係
るローンの残存年数58及び各企業の財務データ60を代入することにより、各ローンの過去
時点における推定スプレッド（割引債ベース）62を導出する第２の段階。
　(3) 各企業ローンの推定スプレッド62と、過去時点～現時点間における各公募債未発行
企業のデフォルト実績データ64に基づいて、スプレッドとデフォルトとの関係を示す回帰
式（近似式）66を導出する第３の段階。
　(4) 現時点における回帰モデル56に、特定の公募債未発行企業に係る現時点でのローン
の残存年数68及び当該企業の財務データ70を代入することにより、当該ローンの現時点の
推定スプレッド（割引債ベース）72を導出する第４の段階。
　(5) 上記の回帰式66に当該ローンの現時点の推定スプレッド72を代入することにより、
当該公募債未発行企業の現時点から２年経過した未来時点（第３の時点）までの間におけ
るデフォルト確率74を算出する第５の段階。
【００１７】
　以下、図３のフローチャートに従い、上記の第１～第３の段階に係る具体的な処理手順
について説明する。
　まずオペレータは、入力装置12を介して、公募債発行企業の発行企業コード、業種コー
ド、各種財務データ、公募債の銘柄コード、スプレッド、残存年数からなる基礎情報の組
合せを多数パターン入力する(S10)。これらの基礎情報は、過去時点及び現時点の双方分
が入力される。
【００１８】
　スプレッドは、公募債の利回りと国債の利回りとの差を表したものである。国債は信用
リスクゼロの債券とみなせるため、このスプレッドが大きいほど利回りが良い反面、信用
リスクの高い債券ということになる。
【００１９】
　また、上記の財務データとしては、例えば企業の総資産額、自己資本比率、総資本経常
利益率など、企業の安全性（危険性）や収益性を強く示す指標が選定される。
　この財務データは、具体的には以下の手順を経て選定される。
(1) 多数の財務データを候補として列挙する。
(2) 過去のある時点（Ａ時点）に存在した企業を、その後デフォルトした企業とデフォル
トしなかった企業に分類する。
(3) Ａ時点における各企業の財務データの中、デフォルト群と非デフォルト群で大きく差
が出るものを所定数選択する。
　この差の評価は、各群の平均値の差をデフォルト群の標準偏差で除したものを指標とし
て判断される。
【００２０】
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　入力された基礎情報は、入力情報登録部14によって必要なフォーマットに変換された後
、基礎情報記憶部16に各時点毎に格納される(S12)。
　なお、入力装置12を介して基礎情報を入力する代わりに、所定のフォーマットに整形さ
れた基礎情報のファイルをメモリカード等の記録媒体に格納しておき、読取装置を介して
基礎情報記憶部16に格納するようにしたり、図示しない他のサーバに格納された基礎情報
のファイルを、図示しない通信回線を経由して受信するようにしてもよい。
【００２１】
　つぎに回帰モデル生成部18が起動し、入力された各公募債の残存年数及び公募債発行企
業の財務データを説明変数とし、またスプレッドを目的変数とする重回帰分析を業種単位
で実行し、業種別の回帰モデル（比例ハザードモデル）を、各時点毎に導出する（Ｓ14）
。
　具体的には、関係式（回帰式）に各公募債のスプレッド、残存年数、財務データを代入
したサンプルを多数生成し、これらのサンプルに対して回帰分析を行うことにより、λ（
定数項）、γ（残存年数の回帰係数）、βi（各財務データの回帰係数）を推定する。数
１に関係式の一例を示す。
【数１】

【００２２】
　図４は、この数１の関係式を用いた場合の算出結果を例示するテーブルであり、「素材
」、「運輸」、「自動車」の各業種毎にλ（定数項）、γ（残存年数の回帰係数）、β1
～βn（各財務データの回帰係数）の値が格納されている。
　また、「R-Square（重決定係数）」 の値が１に近いほど項目間の関連付けが上手くい
っており、重回帰分析の予測の精度が高いことを意味するが、各業種とも比較的良好な数
値が導かれていると評価できる。
　このλ、γ、βiの値は、回帰モデル生成部18によって、回帰モデル記憶部20に時点別
／業種別に格納される（Ｓ16）。
【００２３】
　つぎにオペレータは、入力装置12を介して、多数の公募債未発行企業の業種コード、過
去時点におけるローン残存年数、上記と同種の財務データをシステム10に入力する（Ｓ18
）。
　企業ローンに関するこれらの入力情報は、入力情報登録部14によって必要なフォーマッ
トに変換された後、企業毎にローン情報記憶部22に格納される(S20)。
【００２４】
　この後、スプレッド算出部24が起動し、過去時点における各企業の業種に対応した回帰
モデル（λ、γ、βiの組合せパターン）を回帰モデル記憶部20から抽出する（Ｓ22）。
　つぎにスプレッド算出部24は、数１のtにローンの残存年数を、またzikに各財務データ
を、λに定数項を、γに残存年数の回帰係数を、βiに各財務データの回帰係数を代入す
ることにより、各企業ローンのスプレッドSk(t)を算出する（Ｓ24）。
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　ところで、社債にはクーポン（利息）が付きものであり、上記で求めたスプレッドには
定期的（半年毎のものが多い）に発生するクーポンに対する信用情報が混入しているもの
と考えられる。
　このため、スプレッド算出部24は上記スプレッドをクーポンの発生しない割引債（ゼロ
クーポン債）ベースのスプレッドに変換する処理を実行する。
【００２６】
　まず、残存年数として0.25年、0.5年、1.0年、1.5年、2.0年、2.5年、3.0年、3.5年、4
.0年、4.5年、5.0年、5.5年、6.0年、6.5年、7.0年、7.5年、8.0年、8.5年、9.0年、9.5
年、10.0年…の各時点を想定し、
　　　　　i：時点グリッド番号（i＝1,・・・,21）
　　　　　ti：時点グリッド
　　　　　　　・t1＝0.25
　　　　　　　・i≧2のとき、t1＝0.5*(i－1)
と定義すると、残存年数tN年の割引債ベーススプレッドの推定方法は以下の通りとなる。
　まず、N＝1（すなわち残存年数0.25年）の場合には、もはやクーポンが発生しないため
、上記において算出されたスプレッドをそのまま割引債ベースのスプレッドとする。
　これに対し、N≧2の場合には以下の各処理を実行することにより、スプレッド算出部24
はそれぞれの残存年数に対応した割引債ベースのスプレッドを算出する。
【００２７】
［パーイールド（半年複利ベース）の算出］
　まず、企業kのローン残存年数tiのスプレッドsk,iから、パーイールド（半年複利ベー
ス）xk,Nを求める(S26)。
　すなわち、パーイールドの定義より、以下の数２が導かれる。
【数２】

　この数式を解くことにより、以下の数３に示すように、パーイールドxk,Nが求まる。
【数３】

【００２８】
［ディスカウントファクターの算出］
　つぎにスプレッド算出部24は、企業kのパーイールドxk,Nから、企業kのディスカウント
ファクターEk,Nを求める(S28)。
　まず、i＝2（残存年数0.5年）とした場合、パーイールドの定義により、以下の数４に
示す通りEk,2が求められる。
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【数４】

　つぎに、i＝3（残存年数1.0年）とした場合も、パーイールドの定義により、以下の数
５に示す通りEk,3が求められる。
【数５】

　i≧4以降も同様にパーイールドの定義に従い、以下の数６に示す通りEk,4～Ek,2Nが求
められる。
【数６】

【００２９】
［割引債ベーススプレッドの算出］
　つぎにスプレッド算出部24は、企業kの残存年数tiのディスカウントファクターENから
、企業kのローン残存年数tiの割引債ベーススプレッドS'k,iを算出する(S30)。
　すなわち、スプレッドの定義より以下の数７が成立し、これを展開することにより、数
８に示すように割引債ベーススプレッドが求まる。

【数７】

【数８】
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　つぎにスプレッド算出部24は、算出した割引債ベーススプレッドを年率に換算した値を
、スプレッド記憶部26に格納する（Ｓ32）。
【００３０】
　つぎに回帰式算出部30が起動し、スプレッド記憶部26に格納された各企業の割引債ベー
ススプレッド（年率換算）を昇順にソートし、値に応じて複数のグループ（分位）に分類
する（Ｓ34）。例えば、この実施形態では、10のグループに分類される。
　つぎに回帰式算出部30は、各グループ毎にスプレッドの平均値を算出する（Ｓ36）。
　つぎに回帰式算出部30は、デフォルト実績記憶部28に格納された各公募債未発行企業の
過去時点～現時点までのデフォルト実績データ（倒産or存続）を読み出し、各グループ単
位でのデフォルト確率を算出する（Ｓ38）。
【００３１】
　つぎに回帰式算出部30は、各グループのデフォルト確率の値に基づいて回帰式（近似式
）を導出し（Ｓ40）、回帰式記憶部32に格納する（Ｓ42）。
　例えば図５に示すように、ｙ＝0.0318＊√ｘの回帰式が導かれる。
　この図５には、各グループの過去時点における平均スプレッド、各グループに属する企
業のデフォルト確率、及び平均スプレッドを回帰式に代入して得られた回帰値も例示され
ている。
【００３２】
　図６は、Ｘ軸にスプレッドを、Ｙ軸にデフォルト確率を設定したグラフを示しており、
グラフ中の菱形の点は各グループの平均スプレッドをプロットしたものである。
　また、図６中の曲線αは、「ｙ＝0.0318＊√ｘ」の回帰式に対応している。
　この曲線αからは、スプレッドが高くなるほど企業のデフォルト確率が高くなる傾向が
明確に読み取れる。
【００３３】
　以上のようにして、多数の公募債発行企業及び公募債未発行企業のデータに基づいて回
帰モデル及び回帰式の導出が完了し、第１～第３の準備段階が済むと、図７のフローチャ
ートに示すように、特定企業のデフォルト確率算出段階（第４及び第５の段階）に移行す
る。
　まずオペレータは、入力装置12を介して、特定の公募債未発行企業の業種コード、現時
点におけるローン残存年数、上記と同種の財務データをシステム10に入力する（Ｓ50）。
　ローンに関するこれらの入力情報は、入力情報登録部14によって必要なフォーマットに
変換された後、ローン情報記憶部22に格納される（Ｓ52）。
【００３４】
　この後、スプレッド算出部24が起動し、現時点における当該企業の業種に対応した回帰
モデル（λ、γ、βiの組合せパターン）を回帰モデル記憶部20から抽出する（Ｓ54）。
　つぎにスプレッド算出部22は、数１のtにローンの残存年数を、またzikに各財務データ
を、λに定数項を、γに残存年数の回帰係数を、βiに各財務データの回帰係数を代入す
ることにより、当該企業ローンの現時点におけるスプレッドSk(t)を算出する（Ｓ56）。
　つぎにスプレッド算出部24は、図３のＳ26～Ｓ32と実質的に等しい処理を実行すること
により、当該企業の特定時点におけるパーイールドの算出処理（Ｓ58）、当該企業の特定
時点におけるディスカウントファクターの算出処理（Ｓ60）、当該企業の特定時点におけ
る割引債ベーススプレッドの算出処理（Ｓ62）を実行し、算出結果である割引債ベースス
プレッドを年率に換算した値を、スプレッド記憶部26に格納する（Ｓ64）。
【００３５】
　つぎにデフォルト確率算出部34が起動し、当該企業の割引債ベーススプレッド（年率換
算）を回帰式「ｙ＝0.0318＊√ｘ」の(ｘ)に代入することにより、当該企業の現時点～未
来時点間（向こう２年間）におけるデフォルト確率(ｙ)を算出する（Ｓ66）。
　このデフォルト確率の値は、算出結果記憶部36に格納された後（Ｓ68）、算出結果出力
部38によって所定のフォーマットに加工され、ディスプレイ40上に表示される。
【００３６】
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　上記の通り、このシステム10によれば、公募債を発行していない企業のローンや財務デ
ータに基づいて当該企業のデフォルト確率を客観的な数値として算出することが可能とな
るため、金融機関等において投資対象のリスク管理が容易となる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】企業の信用力算出システムの機能構成を示すブロック図である。
【図２】このシステムにおける主な処理内容を概説するための模式図である。
【図３】このシステムにおける具体的な処理手順を示すフローチャートである。
【図４】数１のλ、γ、βiの算出結果を例示するテーブルである。
【図５】各グループの平均スプレッド、デフォルト確率、回帰値、回帰式を示す説明図で
ある。
【図６】Ｘ軸にスプレッドを設定し、Ｙ軸にデフォルト確率を設定したグラフである。
【図７】このシステムにおける具体的な処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
 10 企業の信用力算出システム
 12 入力装置
 14 入力情報登録部
 16 基礎情報記憶部
 18 回帰モデル生成部
 20 回帰モデル記憶部
 22 スプレッド算出部
 22 ローン情報記憶部
 24 スプレッド算出部
 26 スプレッド記憶部
 28 デフォルト実績記憶部
 30 回帰式算出部
 32 回帰式記憶部
 34 デフォルト確率算出部
 36 算出結果記憶部
 38 算出結果出力部
 40 ディスプレイ
 42 コンピュータ
 50 スプレッド
 52 公募債の残存年数
 54 公募債発行企業の財務データ
 56 回帰モデル
 58 ローンの残存年数
 60 公募債未発行企業の財務データ
 62 企業ローンの推定スプレッド
 64 デフォルト実績データ
 66 回帰式
 68 ローンの残存年数
 70 公募債未発行企業の財務データ
 72 企業ローンの推定スプレッド
 74 デフォルト確率
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