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この格付方法は、船舶を用いて旅客または貨物を海上輸送する事業者に適用する。海運業は規制緩和

が大きく進んでおり、世界貿易のインフラとして、国籍に関係なくグローバルに競合している。一定の

船隊を運営する企業は国内外ともにこの格付方法の対象となる。 

運航する船種は多岐にわたり、競合状況、契約条件、顧客基盤の安定性に違いがある。他社から船舶

を借りて運航する「用船契約」の存在など、会計上の数値と実質的な債務負担の重さが大きく違うこと

も珍しくない。格付に際しては、船種によって異なるリスクや船舶調達戦略の違いなどを考慮している。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

海運業は世界の貿易を担うインフラとして不可欠な産業であり、国際貿易の増加と歩調を合わせるよ

うに発展してきた。船舶という移動可能な動産が資産の大半を占めることもあり、国境を越えた競合も

いち早く進んでいる。 

世界経済の成長に伴い、国際貿易も拡大が続くことが想定されるが、短期的には海上輸送の取扱量は

景気や争乱などで変動する。サービスの差別化が難しいことや限界費用が小さいこともあって競争は激

しくなり、需給バランスによって運賃市況は乱高下しやすい。船舶は発注から竣工まで 2～3 年はかか

ることから、需要の増減に対応した供給調整が難しいことも、運賃市況の変動を大きくしている。一方

で船舶関連の支出など固定的な費用の比率は比較的高く、市況悪化時には巨額の赤字を計上することも

ある。結果として、好況時には船隊増強や新規参入が起こるが、市況悪化時には業績不振から業界の集

約や再編が進むという歴史を繰り返してきた。 

船舶建造で世界トップを争う韓国や中国が生産能力を大幅に拡大したことで、船舶の供給圧力も強く

なっており、需給バランスは安定性に欠ける。海運業の産業リスクは大きいと考えている。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

国際物流の大部分は重量当たりのエネルギー消費量が少ない海上輸送によって担われており、経済の

成長と比例する形で海上輸送は伸びている。新興国を牽引役に世界経済の拡大が続くことや経済のグロ

ーバル化の進展によって、国際貿易の増大が続くであろうことを考えると、海上荷動きも比較的高い成

長が見込めそう。 
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一方、海運市況の変動幅は大きい。新造船供給は発注から竣工まで時間がかかるため、需要が急激に

変動しても、すぐに供給力の調整ができないという構造的な問題が、市況変動幅を大きくする要因にな

っている。運賃市況は、需給だけでなく市場参加者の心理に影響されて大きく変動することもある。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

国内大手 3 社は多様な船種を運航することが特徴。海外には規模が大きくても特定の船種しか手掛け

ていない海運会社も多い。業界構造については、船種ごとに異なる。ただ、世界の造船能力の過半を占

める韓国、中国が未だに過剰な生産能力を抱えることから、どの船種も船舶は余剰気味で、需給バラン

スは崩れやすい。競争環境は総じて厳しい。 

以下では、業界構造を定期船（コンテナ船）と不定期専用船（ドライバルク船、タンカー、LNG 船、

自動車船）の 2 つに分けて考察する。 

 

コンテナ船 

コンテナ船の参入障壁は比較的高い。コンテナのターミナルでの荷揚げや陸上運搬など海上輸送以外

の事業も多く投資資金が膨らむうえ、総合的な運営ノウハウが必要なためだ。ただし、サービスでの差

別化が難しいだけに、会社間の価格競争は激しい。かつては欧州同盟など航路ごとに海運同盟があった

が、1984 年の米国海運法施行以降、欧米を中心に規制緩和や独占禁止法の適用強化が進み、海運同盟

の運賃調整機能は失われている。 

運賃は海運会社と顧客の相対交渉で決まるが、運航スケジュールが決まっているうえに、限界費用が

小さいことから、運賃を安くしてでも積み荷を確保したいというインセンティブが強く働く。アジア発

の往路と復路で荷動き量に大きな差があることも積荷獲得競争を激しくしている。コンテナ 1 個当たり

の輸送費用を減らすため船舶の大型化が進んでおり、20 フィート換算で 1 万個を超える積載量を持つ

船舶が続々と竣工している。それに比例して投資や集荷の負担は増大している。こうした厳しい競争環

境の下、航路維持のための投資負担軽減や効率化を目的として、合従連衡や企業連合（アライアンス）

の形成が進んでいる。こうした動きで、上位 10 社の船腹量シェアは 2012 年の約 6 割から 8 割強まで

上昇しており、競争が緩和する可能性も出てきている。 

 

不定期専用船 

不定期専用船は、貨物の種類により専門船化が進んでいる。特に国内では、鉄鉱石を運ぶ大型（ケー

プサイズ）のドライバルク船やタンカー、LNG 船で海運会社と荷主の間で中長期にわたって荷物を運

搬する契約を結ぶケースが多い。自動車船は中長期の契約は結んでいないが、取引関係がほぼ固定化し

ている。このように長期間の取引を前提とするような荷主については、新興の海運会社が参入する余地
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はほとんどない。 

中長期の荷物運搬契約を結べば安定した収入を確保できる半面、採算性を高めにくい。利益水準を高

めるには、短期契約で運航する船舶を一定割合保有し、市況リスクを負う必要がある。こうした船は好

況期に超過利潤を得る一方で、不況時には赤字に陥ることもある。ドライバルク船やタンカーの建造を

手掛ける造船所は多く、船舶の余剰感はまだ強い。資源の主要な輸入国である中国は、以前のような高

い経済成長率が見込めなくなっているうえ、エネルギー資源を自国の船会社で運ぶことを目指している

ことも考えると、厳しい競争環境は続く見通し。大きな超過利潤を得るのは難しくなっている。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

顧客の継続性・安定性もコンテナ船、不定期専用船で違う。コンテナ船は、船舶の大型化で海運会社

間の顧客争奪戦が激しくなっているうえ、輸送というサービスは他社との差別化が難しいことから、顧

客の継続性・安定性は低い。一方、不定期専用船の場合、自動車や LNG など一定の輸送品質を求めら

れたり、継続的な取引を求められたりするような積み荷もある。実績の豊富な海運会社ほど不定期専用

船の顧客基盤の安定性は高くなる。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

船舶の建造に当たっては、あらかじめ積み荷を確保してから発注するケースもあれば、将来の需要増

を見越して造船を発注するケースもある。後者の場合、市況上昇時に発注が重なることが多く、資材や

人員の費用の上昇を通じて建造費が膨らんだり、竣工までの期間が長期化したりするケースが多い。 

船舶の経済的な耐用年数は 20 年を超える。ただ、2020 年に硫黄酸化物(Sox)の規制が強化されるな

ど環境規制は厳しくなる方向にある。原油価格が上昇してくれば、エネルギー効率の低い老齢船の退出

が早まる可能性もある。投資余力など対応力の差が顕在化してきそうだ。 

荷主との契約は、従来 15～20 年程度の契約が多かったが、近年は相対的に短い契約が増えている。

船舶の中古市場は発達しているとはいえ、投資回収のリスクは相対的に大きい。 

なお、海運業界は他社から船舶を借りて運航する用船契約の比率が大きいという特徴を持つ。こうし

た中には「裸用船契約」や「定期用船契約」など、海運会社が長期にわたって使用する権利を有してい

る契約も多い。「用船契約」で調達した船舶は、貸借対照表に計上されないことに注意が必要だ。 

 

（5）保護・規制、公共性 

船舶という移動可能な資産を使っていることから、グローバル化や規制緩和は早くから進んだ。船舶

の航行の自由、海運取引に対する政府の干渉からの自由といった「海運自由の原則」が国際慣行として

定着しており、信用力評価上特に考慮すべき国の保護や規制はないと判断している。ただ、各国政府が
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自国船を優先する動きが強まったり、環境への取り組みで地域的な偏りが出て来たりする可能性が高ま

っている点には、注意が必要だ。 

なお、国内沿岸輸送（内航海運）については日本のように自国籍船に限るという国も散見されるが、

市場規模が小さく、全体への影響は小さい。 

 

（6）コスト構造 

海運業のコストは船舶本体の資本費（減価償却費や金利）と運航費、用船料といった船舶経費が大き

い。固定費が大きいうえ、収入は取扱量だけでなく、運賃変動にも影響される一方、燃料費を中心とし

た変動費は必ずしも売り上げに連動して増減するわけではない。コスト構造は柔軟性に乏しく、市況変

動に業績は左右されやすい。 

外航海運の運賃は米ドル建てが中心で為替の影響を受ける。船舶の国籍を規制や税率が低い国に移す

と同時に、フィリピン人など外国人船員の比率を大きく高めるなどの対応策を実施した結果、用船料や

船舶建造費などの船舶関連費用以外ではコスト競争力に大きな差がつかなくなっている。ただ、費用全

てをドル化するのは難しく、引き続き為替変動は利益の増減要因となっている。 

燃料価格の変動も無視できない。航海速度を減速するなどで消費量抑制に取り組んではいるが、それ

でも変動費（運航費）の 1/3 程度は燃料費が占める。ドライバルク船などの専用船契約では燃料費上昇

分を荷主に請求できる契約になっていることが多いが、コンテナ船については荷主との運賃決定後の燃

料代の増加は海運会社の負担になる。荷主に燃油サーチャージを求めるケースもあるが、厳しい競争の

中、全額転嫁は容易ではない。 

 

2．個別企業リスクの見方 

産業リスクが対象企業の属する業界の標準的なリスクを示すのに対し、以下のような個別企業のビジ

ネスモデルや戦略により、各社の事業リスクは相違する。 

 

（1）船種及び顧客の分散 

海運事業において船種による収益分散が効いていれば、特定船種の市況が悪化した場合でも他の船種

で補える。全ての船種で運賃市況が同方向に動くこともあるが、通常は需給ギャップの大きさや市場の

動向は船種によって異なることから、長い目で見れば分散効果は表れてくる。また、船種によって、需

要変動の大きさが違うことから、運航する船種の特性も評価の重要な要素となる。 

鉄鋼、自動車、電力、石油化学など主要業種の有力企業との取引状況も、営業基盤の分散や厚みを計

るポイントになっている。 
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（2）事業運営方針 

海運業は収入が変動しやすく、その抑制が重要な経営課題となる。事業環境に見合った船隊構成や、

安定した収益が見込める長期契約の比率などを評価に織り込んでいる。 

ドライバルク船やタンカーなどの不定期船では特定の顧客と長期間の積荷保証契約を結ぶケースも

多い。その顧客専用の船を運航する「専用船」や、運搬する荷物の数量を顧客と契約する「COA（数量

輸送契約）」などがあると、市況の影響が軽減され、収益の安定性が高くなる。荷主との契約と、用船

の契約に大きな時間的乖離が生じていないかも、確認が必要だ。乖離が少なければ、市況の影響は小さ

くなる。 

ドル建ての収入と費用にギャップがあったり、燃油費が費用に占める割合が高かったりするケースが

大部分で、為替や燃油の管理方法の確認も重要だ。 

 

（3）船舶競争力 

船舶を租税回避地で登録し、外国人船員を登用するなど、船舶運営は国際化しており、運航面でのコ

スト競争力に大きな差がつきにくくなっている。 終的には船舶に関わる資本費や船舶の効率性・規模、

用船料などがコスト競争力を左右するようになっている。 

船舶に関わる固定費（船費）に加え、船齢や性能など船舶の競争力も確認する。性能とは、省エネル

ギーや環境、情報技術への対応を指す。投資決定のプロセスや考え方、資金調達力を含めた船舶の確保

能力も重要な評価ポイントとなる。 

 

（4）外航海運以外の事業の状況 

市況変動の影響が大きい外航海運のリスクを軽減するには、外航海運以外の事業育成も有効な戦略だ。

外航海運以外で一定の収益基盤を持ち、海運市況の影響を緩和できるような収支構造を持つ場合は、格

付評価上プラスに作用する。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクについては、財務指標で示される定量要因に加えて、財務運営方針や流動性リスクも評価

している。 

海運会社は船隊を効率良く拡充する手段として、船主から船舶を借り受けて運航している用船契約を

活用することが多い。用船契約には長期にわたり海運会社が使用を継続する取引が少なくない。このた

め、資産、負債、キャッシュフローなどについて、用船をオンバランスしたと仮定した数値も算出し、

評価する。 
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（1）収益力 

EBITDA（利子・税金支払い前・償却前利益）／総資産平均、ROA（事業利益／総資産平均） 

船舶の投資回収という観点も踏まえ、EBITDA／総資産平均や ROA の水準は収益力の強さを図る重

要な判断材料である。ROA については、金利や持分法投資損益の重要性が高いケースが多く、それら

を織り込んだ数値をより重視する。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

投資余力や財務耐久力を見るうえで、EBITDA と自己資本の規模を重視している。海運業は、一般的

に収益変動が大きいうえ、サービスでの差別化が難しい。規制が少ないことから、国境をまたがって競

合関係が生じる。競争力を保つには、一定の事業規模が必要と考えている。 

1 隻数十億円もするような船舶を百隻単位で保有することも珍しくなく、更新投資は相応に発生する。

船舶の大型化や高度化で、競争力を高めるための必要な投資額も増えている。投資余力が大きければ、

より適切なタイミングでの船隊整備が可能となり、将来の競争力を左右する要因となる。 

損益が赤字に陥ることも珍しくないうえ、主要な資産である船舶の価格も市況で上下する。業績悪化

局面での財務耐久力を見る場合に、自己資本の規模は重要である。また、外貨建ての取引や資産が多い

会社は、繰延ヘッジ損益や為替換算調整勘定などが大きく変動するため、株主資本への目配りも必要だ。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

設備投資が大きく、有利子負債の依存度が高い海運会社にとって、有利子負債とキャッシュフローの

バランスは重要な指標の 1 つである。また、投資余力を見るうえで、純有利子負債 EBITDA 倍率の水

準、そして指標が将来大きく悪化する懸念はないかなどを把握しておく必要がある。用船契約の規模が

大きいだけに、用船契約調整後の数値も重視する。 

産業リスクの大きさを考えると、資本集約的な業種特性や船舶の転売が容易なことを考慮に入れても、

債務負担が重い場合は、高い格付は難しい。 

 

（4）財務構成 

自己資本比率 

リスクバッファーの比率は重要な指標である。有利子負債が多いなど資本負債構成が悪い場合は、投

資余力が限られ、不況に対する抵抗力も小さくなる。不況時には期間損失だけでなく、船舶の整理や減

損などの損失が重なる可能性もある。自己資本比率を用船契約調整前、調整後の両面から確認する。 
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R&I が格付対象の評価に用いる格付付与方針及び格付方法（以下「格付付与方針等」と総称します）は、R&I が独自の分析、研究等に基づいて作成し

た R&I の意見にすぎず、R&I は、格付付与方針等の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明

示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I は、格付付与方針等の開示によって、いずれかの者の投資判断や財務等に

関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、格付付与方針等の内容、使用等に関して使用者その他の第三者に発生

する損害等につき、請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、何ら責任を負いません。格付付与方針等に関する一切の権利・利益（特許権、著作権そ

の他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰属します。R&I の事前の書面による許諾無く、格付付与方針等の全部又は一部を自己使用の目

的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 

また、為替換算調整勘定や繰延ヘッジ損益、その他有価証券評価差額金など包括利益累計額には市況

によって増減する項目が比較的大きな規模で含まれている。株主資本のように、そうしたものを除いた

ベースでの評価も重要になる。 

 

（5）流動性リスク 

運賃は航海終了後に受け取る。航海は平均すると 2 カ月程度かかるので、その間の用船や給与等の資

金手当てが必要になる。特に、用船の比率が高い場合は、流動性への目配りが欠かせない。運賃収入の

変動が大きいことも考え合わせると、現預金を中心に相当程度の流動性の確保が求められる。 

また、多額の有利子負債を抱える会社が多いことから、取引金融機関との関係など、リファイナンス

リスクにも留意が必要だ。 

 

III．海運業界の格付 

  

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

重要度 指標 重要度

船種および顧客の分散 ◎ 収益力 ROA ○

事業運営方針 ◎ EBITDA/総資産平均 ◎
船舶競争力 ◎ 規模・投資余力 EBITDA ◎

外航海運以外の事業の状況 ○ 自己資本 ◎

債務償還年数 純有利子負債EBITDA倍率 ◎

財務構成 自己資本比率 ◎

（※）用船契約は適宜修正

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

産業リスク　大


