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１ CRD サービス全般
１-１ サービスの種類
（1） CRD が提供している会員向けサービスには何がありますか。
Q

CRD が提供している会員向けサービスには何がありますか。

A

CRD 会員に提供している主なサービスは下記になります。
１．スコアリングサービス
２．統計情報提供サービス
３．サンプルデータ提供サービス
４．中小企業経営診断システムサービス（McSS）
５．コンサルティングサービス
詳しくは CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

１-２ サービスの利用
（1） CRD ブラウザ・サービスとはどんなサービスか知りたい。
Q

CRD ブラウザ・サービスとはどんなサービスか知りたい。

A

CRD 会員がご利用いただける年会費内のサービスで、スコアリングサービス、統計情報提供サー
ビス、サンプルデータ提供サービス、中小企業経営診断システムサービス等をご利用いただけま
す。

（2） CRD ブラウザ・サービスを利用したい。
Q

CRD ブラウザ・サービスを利用したい。

A

CRD 協会ホームページ「TOP」→「会員サイト ログイン画面へ」からログイン後にご利用いただけ
ます。
また、ご利用に当たっては、会員情報、利用者情報（利用者 ID)の登録が必要になります。
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２ スコアリングサービス
２-１ サービス概要
（1） スコアリングサービスとは何ですか。
Q

スコアリングサービスとは何ですか。

A

CRD に蓄積されているデータを用いて構築した「CRD モデル」により、企業の信用力を予測（スコ
アリング）します。予測結果は、その企業が将来デフォルトする確率をパーセントまたは評点で表し
ます。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「スコアリングサービス」をご参照
ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） スコアリングサービスにはどのような種類がありますか。
Q

スコアリングサービスにはどのような種類がありますか。

A

スコアリングサービスには下記の 5 種類があります。
１．ブラウザスコアリングサービス
２．一括スコア作成サービス
３．依頼スコア作成サービス
４．スタンドアロンサービス
５．スコアリングサブルーチンサービス

（3） スコアリングサービスを利用すると料金が発生しますか。
Q

スコアリングサービスを利用すると料金が発生しますか。

A

ＣＲＤ会員であれば、どの種類のスコアリングサービスの利用も年会費内でのサービスとなってい
ます。

２-２ サービス利用方法
２-２-１ ブラウザスコアリングサービス
（1） ブラウザスコアリングサービスとは何ですか。
Q

ブラウザスコアリングサービスとは何ですか。

A

会員専用ホームページで必要な財務項目を入力していただくと、個別債務者のスコアリング結果
をリアルタイムに確認することができるサービスです。
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２-２-２ 一括スコア作成サービス
（1） 一括スコア作成サービスとは何ですか。
Q

一括スコア作成サービスとは何ですか。

A

会員様から定期的にご提供いただく決算書データを基に、スコアリング結果を一括で還元するサ
ービスです。

２-２-３ 依頼スコア作成サービス
（1） 依頼スコア作成サービスとは何ですか。
Q

依頼スコア作成サービスとは何ですか。

A

会員様から送付いただいた決算書データを基に、スコアリング結果を一括で還元するサービスで
す。

２-２-４ スタンドアロンサービス
（1） スタンドアロンサービスとは何ですか。また、どのようなツールですか。
Q

スタンドアロンサービスとは何ですか。また、どのようなツールですか。

A

スコアリング機能とデータ蓄積機能が組み込まれた Windows 向けのパッケージソフトをご提供す
るサービスです。
各スコアリングモデルを搭載し、画面上での手入力またはＣＳＶデータファイル形式で財務データ
を取り込み、ネットワークを使用せずＰＣ上で手軽にスコアリングができます。

２-２-５ スコアリングサブルーチンサービス
（1） スコアリングサブルーチンサービスとは何ですか。また、どのようなツールですか。
Q

スコアリングサブルーチンサービスとは何ですか。また、どのようなツールですか。

A

CRD モデルのスコアリングロジックを、外部システムに組み込み可能なサブルーチン（DLL)として
ご提供するサービスです。
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３ 統計情報提供サービス
３-１ サービス概要
（1） 統計情報提供サービスとは何ですか。
Q

統計情報提供サービスとは何ですか

A

CRD の蓄積データから算出される財務指標等の統計情報を還元するサービスです。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「統計情報提供サービス」をご
参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） 統計情報提供サービスではどのようなデータが還元されるのですか。
Q

統計情報提供サービスではどのようなデータが還元されるのですか。

A

統計情報提供サービスには下記の 2 種類があります。
１．標準統計情報提供サービス
２・オプション統計情報提供サービス
「標準統計情報サービス」は、CRD ブラウザ・サービスから業種・規模・地域等の組合せを指定し
抽出する財務統計のほか、スコアリング用指標データ、デフォルト実績率表などの各種統計も、
併せて取得可能です。
「オプション統計情報提供サービス」は、会員様のさまざまなご要望に応じて、オーダーメイドで統
計情報を作成還元するサービスです。標準セグメント外での抽出基準など、 ご依頼に基づいて
さまざまな統計情報の取得が可能です。

（3） 統計情報提供サービスを利用すると料金が発生しますか。
Q

統計情報提供サービスを利用すると料金が発生しますか。

A

標準統計情報提供サービスは年会費内サービスであり、追加料金は発生しません。
オプション統計情報提供サービスでは、ご依頼内容により、年会費外（有償）での対応となる場合
があります。
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４ サンプルデータ提供サービス
４-１ サービス概要
（1） サンプルデータ提供サービスとは何ですか。
Q

サンプルデータ提供サービスとは何ですか。

A

CRD に蓄積された決算書データおよびスコアリング結果を、匿名のサンプルデータとしてご利用い
ただけます。
サービスを利用する会員自身から提供されたデータが、サンプルデータとして当該利用会員に提
供されることは ありません。
なお、当該データのうち、個人事業主に係るものは「匿名加工情報」としてのご提供になります。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「サンプルデータ提供サービス」
をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） サンプルデータ提供サービスを利用すると料金が発生しますか。
Q

サンプルデータ提供サービスを利用すると料金が発生しますか。

A

サンプルデータ提供サービスは年会費内サービスであり、追加料金は発生しませんが、原則とし
て CRD 協会にデータを提供している会員様がサービス利用の対象となります。
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５ 中小企業経営診断システムサービス（McSS）
５-１ サービス概要
（1） McSS とはどのようなツールですか。
Q

McSS とはどのようなツールですか。

A

取引先中小企業とのコミュニケーションにご活用いただける財務診断ツールです。
取引先中小企業の決算データを、スコアリングモデルで評価し、CRD に集積された約 100 万社
の決算データと比較した「現状診断機能」や、売上高や売上原価など主要な項目に関する将来
見通しを入力し、最長 10 年先までの予測決算データ を作成し、現状の財務状況と比較する
「将来シミュレーション機能」があります。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「中小企業経営診断システムサ
ービス」をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） WEB 版の McSS とはどのようなものですか。
Q

WEB 版の McSS とはどのようなものですか。

A

ＣＲＤにご提供いただいた、自機関の法人データを基に、CRD ブラウザ・サービス上で McSS の機
能が利用できるサービスです。

（3） McSS を利用すると料金が発生しますか。
Q

McSS を利用すると料金が発生しますか。

A

McSS は年会費内サービスであり、追加料金は発生しません。
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６ コンサルティングサービス（内部格付検証）
６-１ サービス概要
（1） 格付検証とはどのようなサービスですか。
Q

格付検証とはどのようなサービスですか。

A

会員様の信用リスク管理高度化のサポートとして、簡易格付検証サービスをご提供しています。
これは、会員の内部格付による評価と、CRD ランクによる評価を比較することで、会員の内部格
付制度における全体としての精度を概観し、複数の切り口から分析した結果をレポート としてご
提供するものです。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「内部格付制度の検証・再構築」
をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） 格付検証を利用すると料金が発生しますか。
Q

格付検証を利用すると料金が発生しますか。

A

上記簡易格付検証サービスは年会費内での対応となり、追加料金は発生しませんが、別途簡易
格付検証より更に踏み込んだ検証サービスも有償で行っております。詳細は CRD 事務局（営業
担当者）までご照会ください。
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７ コンサルティングサービス（C.R.I.S.P）
７-１ サービス概要
（1） C.R.I.S.P とはどのようなツールですか。
Q

C.R.I.S.P とはどのようなツールですか。

A

C.R.I.S.P は CRD 協会と新日鉄住金ソリューションズが共同で開発した信用リスク計量化システム
です。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「信用リスク軽量化」をご参照く
ださい。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） C.R.I.S.P を利用すると料金が発生しますか。
Q

C.R.I.S.P を利用すると料金が発生しますか。

A

当ツールの利用は年会費とは別途有償のサービスとして提供しています。詳細は CRD 事務局
（営業担当者）にお問い合わせください。
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８ コンサルティングサービス（住宅ローン共同データベース）
８-１ サービス概要
（1） 住宅ローン共同データベースとはどのようなサービスですか。
Q

住宅ローン共同データベースとはどのようなサービスですか

A

会員金融機関の住宅ローン融資における管理面の効率化・高度化に加え、今後の戦略を考える
うえでのベースとなる有益な情報を提供するサービスです。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「住宅ローン共同データベース」
をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） DaSCORE‐HL とはどのようなツールですか。
Q

DaSCORE‐HL とはどのようなツールですか。

A

自機関内の各種データの蓄積が可能となるほか、リスク評価面では提供モデルを活用して、将
来にわたるデフォルトリスク予測や繰上げ返済リスク予測を行うことができます。
その他、分析機能が充実しており、ポートフォリオ集計や簡易な収益計算を行うことができます。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「住宅ローン共同データベース」
をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（3） DaSCORE‐HL を利用すると料金が発生しますか。
Q

DaSCORE‐HL を利用すると料金が発生しますか。

A

住宅ローン共同データベースに係るサービスは CRD 会員向けの提供サービスとなっていますが、
年会費とは別途有償のサービスとなります。当該ツールにつきましては同サービス内のラインナッ
プのひとつですので、年会費外の別途有償サービスとしてご提供することとなります。詳細は CRD
事務局（営業担当者）にお問い合わせください。
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９ コンサルティングサービス（アパートローン共同データベース）
９-１ サービス概要
（1） アパートローン共同データベースとはどのようなサービスですか。
Q

アパートローン共同データベースとはどのようなサービスですか。

A

複数の金融機関からご提供いただいた賃貸住宅向け貸出に係る匿名情報（審査情報、期中実
績情報など）を共通のフォーマットでデータベース化し、CRD 協会に集約したものがアパートローン
共同データベースです。本サービスは、同データベースの情報を活用して、賃貸住宅向けの債
権管理をサポートするサービスになります。データをご提供いただくにあたっては、自機関内のデ
ータを整備するところや管理体制を構築するところからサポートが可能です。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「アパートローン共同データベー
ス」をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） DaSCORE‐APL とはどのようなツールですか。
Q

DaSCORE‐APL とはどのようなツールですか。

A

ご入力いただいた金融機関内のアパートローンに係る情報を一元的にデータ蓄積・管理すること
ができるツールです。
会員間で共通仕様のデータ様式となっているため、共同 DB を利用したアパートローン債権評価
の枠組みの整備にも寄与することが期待されます。
なお、審査時においては入力情報をもとに自動で収支計画を作成することができ、また、期中管
理においては案件に紐付く形で実績情報を入力することから収支計画対比の予実管理も可能と
なります。
概要は CRD 協会ホームページ「TOP」→「提供サービス内容」→「アパートローン共同データベー
ス」をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（3） DaSCORE‐APL を利用すると料金が発生しますか。
Q

DaSCORE‐APL を利用すると料金が発生しますか。

A

アパートローン共同データベースに係るサービスは CRD 会員向けの提供サービスとなっています
が、年会費とは別途有償のサービスとなります。当該ツールにつきましては同サービス内のライン
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ナップのひとつですので、年会費外の別途有償サービスとしてご提供することとなります。詳細は
CRD 事務局（営業担当者）にお問い合わせください。
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１０ コンサルティングサービス（研修）
１０-１ サービス概要
（1） どのような研修を開催しているのですか。
Q

どのような研修を開催しているのですか。

A

CRD の各種ツール、サービス利用に関する研修はもとより、CRD に蓄積された財務データについ
ての内部分析ノウハウを駆使した、財務分析研修も実施しております。概要は CRD 協会ホーム
ページ「TOP」→「提供サービス内容」→「教育サービス」をご参照ください。
また、サービス詳細については、弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）まで
お問い合わせください。

（2） 研修を依頼すると料金が発生しますか。
Q

研修を依頼すると料金が発生しますか。

A

研修内容に応じて、別途料金をいただいく場合があります。

（3） 自機関での研修に、講師としての参加を依頼することは可能ですか。
Q

自機関での研修に、講師としての参加を依頼することは可能ですか。

A

可能です。弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局（営業担当者）までお問い合わせください。

１０-２ サービス利用方法
（1） 研修を依頼したいのですが、どうすればよいですか。
Q

研修を依頼したいのですが、どうすればよいですか。

A

弊協会の貴機関担当者もしくは CRD 事務局までお問い合わせください。
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１１ 提供データ関連
１１-１ 提供データ概要
（1） 提供データとは何ですか。どのような種類がありますか。
Q

提供データとは何ですか。どのような種類がありますか。

A

貴機関との間で締結の「CRD サービス提供契約」に基づく、貴機関の取引先事業主体の信用情
報のことを指します。
取引先事業主体の信用情報の内容に応じて、下記 4 種類の情報を、データファイル形式で CRD
協会に提供をいただいております。
①法人財務／非財務データ
②法人デフォルトデータ
③個人事業主財務／非財務データ
④個人事業主デフォルトデータ

１１-２ データ提供方法
（1） データ提供を開始するに当たっての手続きについて。
Q

自機関のシステムからデータ提供を開始するまでに必要となる手続きには、どのようなものがあり
ますか。

A

データ提供には CRD 所定のフォーマットや提供の際に使用する幾つかの資材ツールがございま
す。
詳細は CRD 事務局（システム担当者）までお問い合わせください。
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