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この格付方法は、ICT（情報通信技術）市場におけるレイヤー分類の中で「ネットワーク」レイヤー

に属し、移動体通信や固定通信に代表されるネットワークサービス（テレコム、ケーブル、衛星等）を

提供する事業者を対象とする。ネットワークサービス以外のコンテンツや e コマース、ソフトウェアな

どを提供する「コンテンツ・アプリケーション」などを主力とする企業は、ビジネスモデルの違いから

対象としない。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

世界の通信市場は、普及率の高まりから契約数の伸びは緩やかになるが、データ流通量の拡大で、市

場全体の成長は続く見通しだ。通信ネットワークサービスは、社会インフラとしての機能の重要性から

過度な競争を防ぐため、許認可制度で新規参入がある程度制限されている。サービスを提供するには一

定の規模の設備投資が必要で、資金調達力・投資余力が重要な要素となり、これが一種の参入障壁にな

っている。こうした要素を踏まえ、産業リスクは比較的小さいと評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

世界の移動体通信の契約数は約 80 億件。通信産業の市場規模は大きい。これまで成長のドライバー

となっていた移動体通信やブロードバンド通信の普及率の向上から、契約数についてはかつてほどの伸

びは期待できない。その一方、データ量の大幅な増加が続いている。ブロードバンドサービスでは FTTH

（光ファイバー通信）サービスの普及、移動体通信では 3.9G や 4G への移行、5G サービスの開始も目

前に迫っている。これらの高速化・大容量化につながる通信の技術革新は拡大するデータ量への対応を

可能とする。市場成長の鈍化や MVNO（仮想移動体通信事業者）の参入など顧客獲競争が激化、通信

料金に対する引き下げの圧力は強まっているものの、当面はデータ量の増加が産業全体の収入拡大に寄

与しよう。市場のボラティリティーは比較的小さく抑えられている。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

事業を営むために一定のインフラ構築が必要で、これに対応できるだけの財務耐久力、資金調達力の

有無が一種の参入障壁になっている。グローバルでは、規模のメリットを追求するため、国境を越えた
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M&A（合併・買収）が頻繁に起こっている。 

ただ、それぞれの地域の通信規制当局は M&A などによって競合社数が大きく減り、通信料金が値上

げされるような状況を望んでいない。顧客獲得競争は激しさを増しているものの、顧客獲得コストを

ARPU（1 契約当たり月間平均収入）で回収するビジネスモデルであり、限界利益と費用の予測を立て

やすい。トータルで見て採算割れになるほどの競争ではない。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

移動体通信では、スマートフォンの浸透とともに、先進国を中心にデータ使用量が増えている。音声

利用が中心だったプリペイド（前払い）方式の比率が減り、顧客の乗り換えが起きにくいポストペイ（後

払い）方式の構成比が高まっている。 

増加するデータ量への対応の意味もあり、移動体通信事業者が FTTH などの固定回線を活用する事例

が増えている。固定電話、ブロードバンドサービス、モバイル、有料テレビなど複数のサービスを一括

提供すれば、顧客単位当たりの収入増加のほか、利便性の面から解約を抑制する効果が期待できる。顧

客の継続性・安定性にプラスに働くことになる。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

通信事業者の競争力は、サービスの充実度合いにあると考えられ、ユーザーにとって使いやすいサー

ビスを提供する通信設備網の構築が不可欠である。高水準の設備投資を行う必要があるサービスの切り

替えは大きなリスクであると認識している。技術革新が進めば、古いシステムは競争力を失うことにな

り、競争力を失った資産は減損リスクを抱える。新旧のシステムが並行して稼働している場合、二重で

償却負担が発生し、コスト面での負担が増大する。ネットワークサービスは月々の利用料等で長期にわ

たって回収する見込みが立てやすく、設備投資回収の確実性は高いといえる。   

 

（5）保護・規制、公共性 

希少資源の無線周波数及び番号などの割り当ては公共性が強いため、各主要国の通信規制当局が行っ

ている。参入事業者や基地局設置などは規制当局の許認可が必要であり、新規参入が制限されている。

周波数の割当について、比較審査方式をとる日本と入札制度をとる欧米とで差異があるものの、規制当

局の監督下で実施される点に変わりはない。日米と違って、EU 諸国は免許制度が廃止され一般認可制

度となり、事業参入が従来に比べて緩和されているが、M&A も含めて、公平な競争が保たれるかなど

の判断を踏まえて、規制当局は認可するかどうかの権限を行使できる。 

 

（6）コスト構造 
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ネットワーク構築のため、事業規模に関わらず一定のインフラ投資が必要であり、相応の固定費負担

が発生する。顧客基盤の拡充で収入が拡大すればスケールメリットの効果を享受しやすくなり、コスト

競争力が強まる。また、ARPU が高ければ、顧客サービスの充実や新規顧客獲得にコストを配分するこ

とが可能となる。 

 

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リスク

により各社の事業リスクは相違する。 

 

（1）市場規模・市場シェア 

市場規模は人口やサービスの普及率の影響を受ける契約数だけでなく、ARPU の水準にも左右される。

先進国は普及率の高まりから契約数の大きな伸びは期待できないが、高付加価値サービスの拡大で収入

を伸ばす余地がある。一方、新興国はかつてほどではないが先進国よりは契約数の伸びを期待できると

いう特徴がある。地盤とする市場の成熟度合いや高付加価値サービスの普及動向などを確認する。 

地盤とする市場における顧客基盤の評価は契約の絶対数に加え、競争相手との力関係をみるうえで市

場シェア及び地位を重視している。 

  

（2）顧客基盤の安定度 

新規顧客の獲得力が強くても、獲得した顧客の定着率が低ければ、安定的な収益基盤と評価できない。

市場の成熟に伴い新規顧客獲得の困難さが増していることも、既存顧客の囲い込みの重要性を高める。

既存の顧客基盤が堅ければ、追加的なコストを費やすことなく一定の収入の確保が見込める。 

 

（3）顧客の収益貢献度 

通信事業の収入の絶対額は通常、ARPU と契約数の積で表される。仮に契約数がそれほど多くなくて

も、ARPU が高ければ、収入は大きくなり、効率的に利益を確保することが可能になる。通信 ARPU（音

声 ARPU とデータ ARPU の合計）以外に、コンテンツや付加サービスの利用料収入があれば、効率的

な利益確保に寄与する。 

もっとも、ARPU が高くとも、顧客獲得をはじめとする各種費用が大きければ、利益にマイナス影響

を及ぼす。顧客獲得のためのコストとのバランスも考慮する。 

 

（4）新商品・サービスの展開力 

サービス競争の激しい業態であり、既存顧客基盤の維持や将来の収益源を育成するために新たな商品
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やサービスなどを企画し、顧客に浸透させる営業力などを重視している。継続的に多様なサービス、コ

ンテンツを提供し、顧客の獲得・維持や ARPU の維持・向上に結びつけられるかに注目する。自社資

源のみならず、事業・業務提携などを通じた他社資源を活用する場合でも、収益基盤の強化につながれ

ばプラスに評価する。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析では、財務データといった定量要因に加えて、財務運営方針や流動性リスクなども

評価している。通信業界では、事業特性から以下のような財務指標を重視している。 

 

（1）収益力 

EBITDA （利子・税金支払い前、償却前利益）マージン、EBITDA／総資産平均 

高 ARPU で顧客獲得コストが低ければ、利益率を高めやすい。EBITDA マージンは総合的な競争力

を図る指標として有用だ。比較的高水準の設備投資が必要な業態で、投資回収が適切に進んでいるかを

確認するためにも重要な指標だ。また、大手事業者はコンテンツサービスや EC ビジネスなど非ネット

ワーク分野の構成比が高まる傾向にある。通信ネットワーク事業とは異なるビジネスモデルで、一般に

売上高に対する利益率は低いが、高水準の固定資産を必要としないことが多い。効率的に事業を運営し、

キャッシュフローの確保に寄与しているかを EBITDA/総資産平均で確認する。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

事業規模の大小にかかわらず、一定のネットワークインフラを整備し、競争力を維持するための投資

が必要だ。その額は提供するサービスの幅・水準、エリアの広さなどにより異なる。EBITDA は投資余

力を測る指標として特に重視している。拡大する非ネットワーク分野への投資原資としても投資余力の

重要性は高まっている。 

大規模な資産を保有する業態であるため、自己資本の規模はシステムの変更時やサービスが競争力を

失った時に抱える減損リスクを吸収するバッファーとしての意味がある。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率、純有利子負債営業 CF 倍率、純有利子負債 FCF 倍率 

通信インフラの構築などに高水準の設備投資が欠かせない。恒常的な投資に加え、追加投資を既存事

業から上がるキャッシュフローの範囲内で賄える企業もあるが、多くの場合、外部からの資金調達が必

要となる。キャッシュフローと純有利子負債のバランスを一定の範囲内に保てるかの見極めが重要だ。
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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。 

R&I は、純有利子負債 EBITDA 倍率を特に重視しており、投資を 6 年程度で回収できることを BBB

ゾーンの目安にしている。なお、通信料は原則として月次で現金回収されるため、運転資金負担はあま

り大きな問題にならない。 

 

（4）財務構成 

自己資本比率、ネット D／E レシオ（純有利子負債の自己資本に対する倍率） 

大掛かりな設備投資を行う際には、資金調達を有利子負債に依存するケースが考えられる。投資を有

利子負債ではなく、自己資本で賄うことが出来ていれば、高水準の投資を行う際の調達余力を高める。

ネット D/E レシオで債務と自己資本のバランスを確認する。自己資本比率は減損リスクに対する余裕度

を示す。 

 

III．通信業界の格付 

 

 

 

 

 

＊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

市場規模・市場シェア ◎ EBITDAマージン ◎

顧客基盤の安定度 ◎ EBITDA/総資産平均 ◎

顧客の収益貢献度 ◎ EBITDA ◎

新商品・サービスの展開力 ○ 自己資本 ○

純有利子負債EBITDA倍率 ◎

純有利子負債営業CF倍率 ○

純有利子負債FCF倍率 ○

自己資本比率 ○

ネットD/Eレシオ ◎

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

産業リスク　比較的小さい

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

規模・投資余力

債務償還年数

財務構成

収益力


