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business of certainty

企業与信リスク管理のための
データ・分析プラットフォーム 

より良い意思決定のために
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Credit Catalystとは？

Credit Catalystプラットフォームでは、社内の取引先情報などの
内部情報と当社の広範な企業データおよびリスク指標を統合し
ます。 これにより、個々の企業を詳細に分析し、組織のポートフォ
リオを俯瞰して見ることができます。 

Credit Catalystは与信・債権管理業務の一連のプロセスを自動
化することで、作業時間の短縮を可能にします。 また、構造的な
フォーマットで与信データを一元管理することもできます。 

Credit Catalystの機能：

 • 世界標準のフォーマットで企業の財務データを管理

 • リスク算出の自動化

 • 膨大な企業（限定的な財務情報のみの企業を含む）の財務信
用力スコア

 • 企業構造を考慮した親会社／グループ会社分析 

 • ワークフローおよび自動化のための各種ツール

主なメリット 

主要な社内外データを統合し、分析機能や、幅広いワークフロ
ー設定が可能なインターフェース 

Credit Catalystは関連データとリスク分析、またワークフローを
ブレンドするダイナミックなプラットフォームです。 データの情
報を充実させることで、非構造データを構造的な情報に変え、デ
ータの維持・モニタリングをサポートします。 

広範な情報

世界中で高い評価を得ているOrbisデータベースと連携した
Credit Catalystは、あらゆる企業の分析が可能です。 また、限定
的な財務情報のみの企業を含む、膨大な数の企業の財務信用力
スコアやセンチメント指標にアクセスできます。 さらには、社内
で保有する取引先の財務データを用いて、Credit Catalyst内で
自動的にリスク算出することも可能です。 

外国企業との比較が簡単 

複数の国に取引先がある企業にもCredit Catalystは最適です。 
財務データは標準化されたフォーマットに任意の通貨で表示さ
れ、財務信用力スコア、アクティビティコード、企業名は効率的な
分析やベンチマーキングを行うためにすべて調和されています。 

主要なリスク分野を簡単に特定・把握 

Credit Catalystはフレキシブルなダッシュボードで情報を分かり
やすく表示します。 各ダッシュボードは、主要リスク分野が一見し
てわかるよう、シンプルな図や表を使用し、複雑なデータを説明
しています。 

Credit Catalystは潜在的なリスクを特定し、より良い意思決定に役立つデータ・分析プラットフォーム 
です。 新規取引先のオンボーディングやリスク要因の継続的なモニタリングなどの業務効率化をサポートい
たします。 Credit Catalystは、企業データベースとして広く認識されているOrbisと連携しています。 
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タスク実行を促すアラート 

Credit Catalystは、前のレビューから一定期間が過ぎた時と、取
引実行可能性に影響を及ぼしうる新たな情報が入った時に、取引
先のレビューを行うよう通知します。 

自動採点 

Credit Catalystは社内で使用する独自のリスクモデルに基づき
取引先をスコアリングするので、作業時間を短縮でき、一貫した
結果を得られます。

透明性の高い財務信用力指標 

当社の財務信用力スコアは極めて透明性が高く、分析結果を裏
付けるデータや計算方法も提供しているため、指標を安心してご
利用いただけます。 分析、ベンチマーキング、 貴社内の独自スコ
アとの比較に最適です。 
 
ポートフォリオ全体のスピーディな分析  

Credit Catalystはポートフォリオ内の高リスク箇所を強調し、独
自のリスク算出方法を作成することができます。Credit Catalyst
は各企業を詳細に分析した後、ポートフォリオの主要なリスク分
野、レビューが必要な企業の情報更新、全体的な健全性をハイラ
イトした「ポートフォリオビュー」を表示します。

効率的なデータとプロセスの管理 

Credit Catalystはクラウドデータベース上で与信関連情報を簡
単に一元管理できます。 リスク算出の自動化機能は公開された
財務諸表と、組織の分析結果を統合し、構造的なフォーマットで
表示します。 財務変数を決め、独自のデータ項目をインポートす
るなど、データのカスタマイズやブレンドも簡単です。 
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Credit Catalystの収録内容： Orbisと連携し、
データの分析とブレンドを容易に

標準化データ 

Credit Catalystは標準的な財務諸表等を備えているので、国内
外を問わず企業を比較し、ベンチマーク分析が可能です。 標準
化しているのは財務データだけではありません。財務諸表等を
単一言語、単一通貨で表示することができ、事業活動（SICコード
等）も統一させているので、ポートフォリオを正確に分類すること
ができます。 

財務信用力 

Credit Catalystには透明性の高いリスクスコアも取り込まれて
います。 このスコアは比較可能であるため、社内で基準値を設定
し、各社の財務の信用力を比較し、そこに照らし合わせて社内評
価を行うことができます。 倒産確率、破綻傾向、推奨の与信限度
額、その他の予測指標、リスクスコアなどを変数として設定可能
です。 3つの主要スコアは次の通りです。

財務スコア 

財務スコアは企業の財務目標達成の可能性に基づき企業を採
点し、与信力を評価します。 つまり、財務諸表分析に基づく倒
産確率モデルで、 Through-the-cycleアプローチでの倒産確率

（TTC PD）を表します。 各企業の決算日を考慮して採点し、別
途採点される主要財務比率も分析します。 4つのカテゴリは次の
通りです。

 • 信用力の高い企業

 • 信用力が中程度の企業

 • 信用力がやや低い企業

 • リスクの高い企業

このモデルでは、今後18～24ヶ月以内に債務不履行に陥る（定
量的な）確実性を反映させた倒産確率、信頼水準、推奨の与信限
度額も算出されます。 

定性的スコア
多くの企業の詳細な財務データはなかなか入手することができ
ません。そのため、当社は定性的スコアも提示しています。 この
スコアは、株主の信用力、国別リスク、事業年数、法的形態、セク
ター別リスクなど、財務データ以外の情報に基づき企業の信用
力を評価しています。 また、信頼水準、定性的与信限度額も表示
します。

リアクティブスコア 

このスコアは、セクターや地域性を考慮した経済環境に、よりセ
ンシティブに適合されるように作られています。

現在の信用力と複数の量的変数（例：セクターやマクロ経済学的
要因）を反映させるために財務スコアを使い、「インパクトによる
状況シナリオ」に基づき、企業の健全性を予測しています。 市場
の状況を正確に反映したスコアが算出できるよう、インパクトに
よる状況シナリオを定期的に見直しています。

支払いぶり情報
米国とカナダの企業には、支払いぶり情報も提供しています。 こ
れは、特定企業や企業構造内での分析と、全体的なリスクアセス
メントに便利です。 

Credit Catalystは情報量で他を圧倒する当社のOrbis企業データベースから関連情報を引き出して 
います。 この情報と、社内で持っている取引先の情報を統合することができます。
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ニュースおよびセンチメントスコア
当社は、さまざまなニュースワイヤーやサイトからニュースを引
き出し、それを自動学習機械にかけてネガティブニュースのスコ
アを算出しています。 ここでは、倒産、契約不履行、債務再構成、
格下げ、訴訟、規模縮小、不正行為等の項目が分析されます。 財
務的損失確率、流動性不安、産業／セクター全体にかかる負担、
貿易摩擦、需要の低迷、競合他社、犯罪歴等も考慮されます。 こ
の優れたツールは効率的なニュースフィルターであるだけでは
なく、重大な信用危機が起きる6～8ヶ月前には、信用センチメン
トスコアが上がることで、極めて重要なリスク兆候を早い段階で
把握できます。 

企業の出資関係 

企業の広範な出資関係がわかることにより、持株会社やグルー
プ全体の信用力を評価できます。 出資関係の変更を追跡するた
め、企業の変化と安定性をモニタリングすることができます。 

M&Aインテリジェンス 

企業に関する報道レベルの情報や取引内容も閲覧できるので、
ポートフォリオに影響を及ぼしうる最新情報にアンテナを張るこ
とができます。 

公的要人（PEPs）および制裁リスト 

公的要人（PEPs）や制裁リストに掲載されているなど、高リスク
の組織と関係のある企業にフラグが立てられるので、企業を詳
細にレビューできます。 これは、新規取引先のオンボーディング
や風評管理に不可欠です。

法的ステータスおよびイベント
企業の法的ステータスおよびイベント（例：破産申し立て、清算、
再編、取引拒否、組織変更）に関する情報にアクセスできます。 
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ダッシュボードビュー 

カスタマイズが簡単なダッシュボードは、複雑な情報をわかりや
すく表示するので、リスク・エクスポージャーを把握するために役
立ちます。 

潜在的にリスクの高い企業をハイライトするので、注視すべき企
業が一見してわかります。 また、財務信用力の格下げなど、企業
に関する情報の変更も促します。 さらに特定企業にクローズアッ
プして情報を表示させることもできます。  

ダッシュボードでは、タスクやポートフォリオレビューを自由に設
定でき、ワークフローをCredit Catalystで管理可能です。 

取引先ビュー 

取引先ダッシュボードでは、1社の企業に注目します。企業構造、
信用力、安定性、競合の情報その他の重要な分析指標への理解
を深め、オンボーディングを素早く効果的に行うことができます。 

情報はわかりやすく表示されコンテンツを必要に応じてカスタマ
イズでき、リスクモジュールで設定したリスク要因に基づく報告
書作成も可能です。 

財務データは標準化されているため、企業同士を比較したり、全
体的な競合比較を行うことも可能です。

また、メモを付けたり、書類をレポートに添付したり、アクションに
フラグを付けたり、同僚にメールを送信したりなど、ワークフロー
オプションも利用できます。

アラートとアクション 

ポートフォリオをモニタリングするアラートを設定できます。 特
定の変更を追跡するためにアラートをカスタマイズし、変更をダ
ッシュボードに表示させることも、別途メールで通知を受けるこ
とも可能です。 トリガー、通知の表示頻度、メール送信先などす
べて自由にカスタマイズし、アナリストや担当者に通知できます。 
また、アラートを設定して、Credit Catalyst内でアクションを発動
することもできます。 

リスクモジュールを使った採点 

総合リスクモジュールは、Credit Catalystで表示した企業を自動
採点するスコアカードを作成します。 モジュールには柔軟性があ
り、さまざまな要素に与えられる重みを調整したり、条件付きパ
ラメーターを設定したりできます。  推奨の与信限度額を算出す
るために、定量的、定性的データをモデルに含めることも、Credit 
Catalystのデータと社内独自の知識を統合することもできます。

分析 

Credit Catalystではデータを掘り下げ、素早く簡単に理解する
ために役立つ柔軟なオプションがあります。 分析・可視化ツール
には、統合型ピボットテーブルや作図・作表機能など、企業グルー
プを評価したり、グループエクスポージャーを評価したりするの
に役立つ機能などを備えています。

主な機能

Credit Catalystにはいくつものビューモードがあり、ポートフォリオ全体や個々の取引先を、さまざまな
観点で表示させることができます。 お好きなレポートをPDF形式で保存することも、システム内でアーカ
イブ化することも可能です。
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新しい財務データ自動仕訳ツール 

この最新ツールに自社の財務諸表データを投入し、Orbis財務フ
ォーマットに書き換えることで、社内のポートフォリオに組み込み
ます。 PDFフォーマットでアップロードすれば、24時間以内に仕
訳は完了します。 大量のPDFをアップロードすることも1度に1
件ずつ投入することもできます。 このサービスによりできること
は次の通りです。

 • ポートフォリオの特定の1社を残りの企業と比較

 • 取引全体の財務信用力を比較表示

 • リスクアセスメントやスコアカード、ダッシュボードに特定の
会社を組み入れる 

このツールはムーディーズの分析ソリューション
「QUIQspread™」と連携しています。QUIQspread™は機械
学習機能と人による検証作業を組み合わせることで、正確な財
務データの分析を迅速かつコスト効果よく行います。 

Orbisよりもさらに詳細な企業データにアクセスできる場合や、
最新データを入手できる場合は、こちらのツールが最適です。 

QUIQspread™は2019年人工知能アワードの「最優秀財務サー
ビスAIソリューション部門」を受賞しています。

フレキシブルなデータオプション
Credit Catalystでデータを閲覧・分析するだけではなく、社内シ
ステムや外部システムでも簡単に表示できます。 当社は最先端
のAPIソリューションと独自開発した専用コネクターを提供して
います。また、カスタマーサクセスチームの優秀なサポート担当
者が真摯に対応いたします。 
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