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この格付方法は、洗剤、シャンプー、紙おむつなどの日用品や化粧品などの製造・販売を中核事業と

するメーカーを対象とする。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

トイレタリー・化粧品と一口に言っても、手掛ける製品は多様だ。トイレタリーは、洗剤、シャンプ

ーのようにまとまった市場規模を持つ製品がある一方で、ニッチ製品は多岐にわたる。化粧品も、スキ

ンケア用、メーキャップ用など用途に応じ幅広い製品が存在する。使用の頻度や継続性は製品ごとに異

なるものの、一部の化粧品やアイデア商品など嗜好性の強い製品を除けば生活必需品の性格が強い。こ

のため、需要の安定性が高く、新興国の経済成長に伴い市場の拡大が期待できる。設備投資負担も総じ

て軽い。 

グローバルに見て地域ごとに寡占化が進んでいる製品が少なくないが、取扱製品が多岐にわたるだけ

に、参入メーカーは極めて多い。各社とも成分配合の改良や新素材の導入による機能の向上、使い勝手

の改良などにより製品競争力の強化に取り組んでいるものの、機能面で差別化余地は小さく、顧客の継

続性・安定性はやや低い。メーカー間の競争は相応に激しく、販売促進費、広告宣伝費などマーケティ

ング費用の負担は重い。 

以上のような点を踏まえ、トイレタリー・化粧品業界の産業リスクは中程度と評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

2019 年 6 月末時点で入手可能な直近年度における世界のトイレタリー・化粧品メーカー主要 10 社の

売上高合計は 3800 億ドル（トイレタリー・化粧品以外の事業によるものを含む）を上回る。また、国

内トイレタリー・化粧品主要 10 社の 2018 年度の売上高合計は 4 兆円を超える。 

市場の成長性は比較的高い。世界のトイレタリー・化粧品市場は経済成長を上回るペースで成長を続

けている。先進国市場の伸びには大きく期待しにくいが、新興国市場は、人口増に加え、経済成長に伴

う所得水準の上昇を背景に拡大基調にある。こうした傾向は今後も続くとみている。生活必需品の性格

が強いものが多く、需要の変動は比較的小さい。 
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（2）業界構造（競争状況） 

衣料用洗剤、シャンプーなど市場規模の大きい製品分野は大手メーカーが、ニッチ分野は中堅以下の

メーカーが手掛ける傾向がある。国内外に多数のメーカーがひしめき合っているが、両分野ともに世界

の一定地域内で、寡占化が進んでいる製品が多い。ニッチ分野は市場規模が小さく、新規参入のインセ

ンティブに乏しいことも寡占化につながっている要因といえる。ただ、いずれにおいても価格志向の強

い消費者は多く、競争状況はやや厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

トイレタリー・化粧品は機能面での差別化が難しいうえ、一般消費者向けの消耗品であることから、

顧客の継続性・安定性はやや低い。消費者が同一メーカーの製品を継続して使用しているのは、製品の

機能性のほか、販売促進、広告宣伝によるブランド力の強化、新製品の継続的な投入など、膨大なコス

トをかけている結果でもある。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

設備投資の負担は、比較的軽い。洗剤、紙おむつなどは装置産業の面があり、製造設備への投資が相

応に必要だが、製造工程が根本から変わるようなケースは少なく、設備の多くは長期にわたって使用可

能である。ニッチ製品の多くは嗜好性が強いため製品寿命が短くなりがちだが、製造設備の規模は小さ

く、生産の外部委託もしやすいことから投資負担は比較的軽い。新製品の投入やパッケージ刷新といっ

た市場シェアの維持・向上のために頻繁に実施する必要のある投資もさほど大きくない。 

在庫投資については、流通在庫の動向に注意が必要だ。流通在庫が過度に膨らむと、正常化するため

に値引き販売のための原資を支給するなどコストがかかる可能性があるほか、値引き販売はブランド毀

損につながりかねない。ブランド毀損を防止するため、化粧品などではメーカーが返品を受ける商慣行

があるが、廃棄ロスが生じる可能性がある。 

 

（5）保護・規制、公共性 

信用力に大きな影響を与えるような保護や規制はない。 

 

（6）コスト構造 

トイレタリー・化粧品メーカーは製造業の中では、売上高原価比率が低い半面、売上高販管費比率が

高い。販管費の多くは裁量の余地がある販売促進費、広告宣伝費が占め、売り上げが振るわない際に、

利益を確保するため、これらを減らすことは可能である。 

なお、トイレタリー製品に比べ、化粧品の売上高販管費比率が高いなど、製品により販管費の負担度
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合いは異なる。化粧品の販管費負担が重いのは、販売の際の美容部員の派遣や売り場作りといったコス

トがかさむためだと推察される。また、トイレタリー製品でも売り場を確保するため流通業者に対して

販売促進費を支払う必要がある。 

 

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）製品構成、収益源の分散、製品特性 

個別企業の成長性、収益の安定性などはその企業が手掛ける取扱製品分野によって異なる。また、複

数の分野で有力な製品を持つことは業容の拡大のみならず、収益源の分散にもつながる。そのため、製

品ポートフォリオの内容を分析することは、利益・キャッシュフローの規模・安定性を判断するうえで

重要である。 

 

（2）事業展開地域の分散 

トイレタリー・化粧品は、所得水準や人口の年齢構成など経済・社会発展の段階の違いにより、世界

の地域ごとに必要とされる製品が異なるほか、世界中で使用されるような製品であっても普及率が異な

る。また、嗜好性の強い製品はもちろん、生活必需品であっても景気変動の影響を全く受けないわけで

はない。複数の国・地域に展開することで、特定地域の事業環境に左右されにくくなり、収益力・キャ

ッシュフロー創出力の安定性が増す。マザーマーケット（国内メーカーの場合は日本）以外に、需要の

大きな地域や成長性の高いエリアで一定の売上高を確保することが利益・キャッシュフロー水準の向上

に寄与する。 

 

（3）市場シェア、ブランド力 

市場シェアやブランド力は、製品開発力や消費者の認知度、流通チャネルの整備状況などによって形

成された収益基盤の強さを判断するうえで有用である。全国規模で流通・営業ネットワークを構築し、

豊富な品揃えや高い品質などに裏打ちされた強い競争力を持つ製品を供給し続けてきた結果として、高

いシェアを獲得できると考える。 

小売業者にとって店頭の商品ラインアップに欠かすことのできない製品を多く手掛けることが理想

だ。高いシェアを持つメーカーは製造・物流・販売の各段階で、他社よりも規模のメリットを享受する

ことができる。また、ブランド力で他社に比べ優位にある製品は、相対的に高い値段で販売されるうえ、

販売促進費の負担も少なく済むので、収益性は高くなる。 
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（4）マーケティング費用の管理能力 

製品の差別化が難しいだけに、売上高を維持・拡大していくには、販売促進費を投入し小売店の棚を

確保することが必要となる。広告宣伝により自社製品の認知度やブランド力を高めていくことも欠かせ

ない。一般的に大手小売業者はバイイングパワーが強く、メーカーが売上高を維持するためには、一定

のマーケティング費用がかかることは避けられない。販売促進費・広告宣伝費などが収支に与える影響

は大きい。 

こうしたマーケティング費用の管理能力については、費用を当該企業の体力からみて過度の負担とな

らない水準にコントロールできているか、効率的に売上高の増加につなげているかが、評価のポイント

になる。 

 

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。トイレタリー・化粧品業界では、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 

売上高営業利益率、EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）マージン、 

総資産事業利益率（ROA）、EBITDA／総資産平均 

ブランド力、製品競争力や価格設定の巧拙、プロダクトミックスやコスト管理能力の総合的な結果は、

売上高に対する利益・キャッシュフローの比率に表れる。また、投資効率という観点からは、総資本に

対する利益・キャッシュフローが も基本的な指標である。 

トイレタリー・化粧品業界にも、設備投資負担の比較的重い製品分野があるので、減価償却費を含む

EBITDA ベースの指標を重視している。償却費を吸収してなお十分なマージンや収益力を確保できてい

るかをみるため、売上高営業利益率や事業利益ベースの ROA も考慮している。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

設備投資負担が比較的軽く、事業を継続していくうえで、高水準のキャッシュフローが必要とされる

わけではない。ただし、市場規模の大きい製品を数多く手掛け、グローバルに事業を展開し、しかも展

開市場で高いシェアを持つためには、多額の投資が必要であり、高いキャッシュフロー水準を確保する

ことが求められる。 

自己資本の規模は財務基盤の強弱を見るうえで重要である。トイレタリー・化粧品は需要が比較的安
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定しており、業績悪化局面であっても、大幅な赤字を計上する懸念は小さい。ただし、製品の安全面な

どでの問題が生じた場合、ブランド毀損による製品の買い控えにより損益が急速に悪化するほか、対応

費用がかさむことも考えられ、予期せぬリスクに耐えうるだけの自己資本の厚みを持つことは重要だ。 

リスクバッファーとしての役割に加え、M&A（合併・買収）を含めた戦略的投資を負担する能力が

備わっているかなどを評価する際の判断材料として重視している。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

トイレタリー・化粧品は製品需要が比較的安定しているうえ、基礎的な製造設備は長期にわたって使

い続けることができる。こうした特性を考慮し、格付ゾーンごとに求められる純有利子負債 EBITDA

倍率は、技術革新が激しい業界などと比べれば、多少高い水準を許容できると考えている。 

 

（4）財務構成 

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） 

一定の事業基盤を構築できているトイレタリー・化粧品メーカーの場合、過去の利益の蓄積もあって、

資本負債構成は良好な水準にあるケースが多いものの、積極的な株主還元や投資などにより過度にレバ

レッジがかかっていないかのチェックは必要となる。 

 

III．トイレタリー・化粧品業界の格付 

 

 

 

 

重要度 指標 重要度

製品構成、収益源の分散、製品特性 ◎ 収益力 売上高営業利益率 ○

事業展開地域の分散 ◎ EBITDAマージン ◎

市場シェア、ブランド力 ◎ 総資産事業利益率（ROA） ○

マーケティング費用の管理能力 ○ EBITDA/総資産平均 ◎

規模・投資余力 EBITDA ◎

自己資本 ◎

債務償還年数 純有利子負債EBITDA倍率 ○

財務構成 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

発行体格付

産業リスク　中程度

個別企業リスク 財務リスク
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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。 


