
 

    

   業種別格付方法 
 

 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2020 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア（お問い合わせ）マーケティング本部 カスタマーサービス部  TEL 03-6273-7471 
当サイト、当サイトの内容その他当サイトに含まれる情報に関する一切の権利・利益（著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、特段の記載がない限り、株式会社

格付投資情報センター（以下「R&I」といいます）に帰属します。R&I の事前の書面による許諾無く、これらの情報等の全部又は一部を使用（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。 
 

 1/9 

 

 本格付方法は主に実際に店舗を出店し、商品を販売している小売業態に属する企業の信用力を評価す

る際に用いる。具体的には食品スーパー（SM）、コンビニエンスストア（CVS）、ドラッグストア（DgS）、

ホームセンター（HC）、総合スーパー（GMS）、家電量販店、衣料品および身の回り品（靴、鞄など）

を扱う専門店、外食が対象になる。CVS は競争環境やビジネスモデルが他の小売り業態と異なるため、

評価項目を別途設定している。外食は産業リスクの考え方や投資パターン（規模、サイクル）の面で小

売業と共通点が多く、評価には本格付方法を使用する。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

（小売業の産業リスクの特徴） 

 小売業の産業リスクとして、外部環境リスクと競合リスクの 2 つが挙げられる。 

 小売業は消費者に店に入ってもらい、商品を購入してもらうことで成り立つ事業であり、売り上げは

消費者の購買心理の変化に左右されやすい。この消費者の購買心理に影響を与えるのが外部環境要因だ。

具体的には、景気動向、天候、流行（嗜好）といった要素がある。不景気になると消費者の財布の紐は

固くなりがちで、買い控えが起こりやすくなる。冷夏や暖冬など天候不順時は本来売れるべき季節商品

が売れにくくなる。流行（嗜好）に左右されがちな商品は、企業側が変化に上手く対応できなければ、

在庫が積みあがってしまうことがある。通常、外部環境は複数の要素が絡み合いながら変化しており、

その影響を受けやすい消費者の購買心理の変化を正確に捉えるのは容易ではない。 

 競合リスクは他社の出店によって自社の営業基盤が損なわれるリスクを指す。近隣に他社が新店を出

すと、短期的に自社店舗の売上高は減少する。顧客獲得のために値引き合戦になれば、売り上げの落ち

込みが長期間にわたる可能性が生じ、自社店舗が撤退を余儀なくされることもある。本格付方法の対象

になる小売業態のうち、GMS を除けば出店コストの負担は総じて重くなく、投資負担からみた新規参

入のハードルは低い。他社との競合は小売業の根源的なリスクと認識している。 

 

（小売業の産業リスクの見方） 

 外部環境リスクや競合リスクの影響の大きさは業態によって異なる。日常生活における商品の必要度

合いや購買頻度、メーカーが製造しているナショナルブランド（NB）商品の構成比、業態および主力

小売り 
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商品がどういった特性を持つかによって、外部環境の変化や競合企業の出店から受ける影響に差が出て

くる。日々の生活に欠かせない食品の購買頻度は安定している一方、不況時には高額品の購買や外食を

控えるなど、不要不急の要素が強い消費行動をとらなくなる。NB 商品は地域限定商品などを除くと基

本的に全国共通だ。家電量販店に代表されるように、同商品の売上構成比が高いと価格や品揃え以外で

の差別化が図りづらい。一方、生鮮商品のように地域性や品質（鮮度や味）で差が出る商品は NB 商品

に比べると独自性を出しやすい。 

以上を勘案し、小売業の産業リスクは、需要の安定性や商品・サービス面での差別化余地の大きさを

ベースに業態ごとに整理している。具体的には CVS、SM、DgS を中程度、GMS と HC を比較的大き

い、外食、家電量販店、衣料品・身の回り品専門店を大きいとしている。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

（市場規模、市場成長性） 

 市場規模は業種により数兆円から数十兆円まで幅広いが、中でも CVS、SM、外食が大きい。市場規

模を「買上客数（世帯）×顧客一人（一世帯）当たり買上点数×一品単価」とした場合、すでに日本経

済が成熟していることに加え、人口減少や少子高齢化のように人口動態も変化していることから、買上

客数や買上点数が将来的に減少していくことは避けられないだろう。過去の景気低迷期の経験から消費

者心理は外部環境次第で節約志向に振れやすくなっており、一品単価の引き上げも容易でない。小売業

全体でみれば市場成長の余地は小さい。 

 もっとも CVS は国内での立地特性（利便性）を生かした営業戦略を進めることで、一定の成長は見

込めそうだ。高齢化による医薬品需要の増加などを踏まえると DgS でも他の小売業態より成長余地は

ある。 

 

（市場のボラティリティー） 

 小売業全体でみれば、製品のライフサイクルに左右されやすいメーカーなどに比べると、売り上げの

振れ幅は総じて小さい。ただ景気低迷時は、主力とする商品の必需性や購入頻度により業態間で売り上

げのボラティリティー（特に下振れ）に差がある。 

 SM で主力の食品は日常生活に欠かせず、定期的に購入され、かつ生鮮食品のように日持ちしない商

品が比較的多い。購買頻度は高く、売り上げの振れ幅は小さい。CVS は年中無休、24 時間営業、多種

類の品揃え、立地などで利便性を追求している業態だ。消費者にとって店舗が近くにあり、いつでも買

い物ができる点が来店動機の重要な要素となっており、来店頻度は高い。取扱商品が飲食料品中心とい

うこともあり、売り上げの変動は小さい。DgS が取り扱う医薬品は必需品であり、食品ほどではないが

買い替えや継続購入の頻度は比較的高く、売り上げは総じて安定している。 
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 HC はメーンの住関連商品（荒物、金物、農耕用品、園芸）のほかに、家庭用品など日用品も比較的

多く扱っている。食品や医薬品ほどではないが、日用品も一定の買い替え需要があることから、売り上

げが急激に減少するリスクは大きくない。 

日用品よりも単価が高い家電製品を扱う家電量販店、嗜好性やファッション性の要素が強い衣料品・

身の回り品専門店は、不況時に消費者から不要不急品として認識され、来店や購買の優先順位を後回し

にされやすい。一方で衣料品のうち、ベーシック衣料のように嗜好性が小さい商品は価格設定が手頃な

こともあって、売り上げの振れはファッション衣料ほど大きくない。 

GMS は衣料品に振れ幅がある一方、商品別売上高のおよそ半分を食品が占める。衣食住の合計でみ

れば家電量販店や外食ほど売り上げ変動は大きくない。 

外食は消費者の入店動機のうち世の中全体の嗜好や流行の変化に左右される部分が多く、食のカテゴ

リー間あるいは企業間の売り上げの振れ幅はやや大きい。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

商品・サービス面だけでなく価格も含めて各業態内で激しく競っていることに加え、業態間の垣根を

越えた競争も激しくなっている。小売業全体でみて、競争環境は総じて厳しい。 

 ただ、同業内での競争の激しさは業態によって差異がある。CVS は実質的に大手 3 社で競争してい

る。消費者の節約・低価格志向への対応は必要だが、利便性が来店動機の重要な要素であり、他の小売

業態と価格面での競争はそれほど厳しくない。DgS は商品・サービス力や人材の確保で大手企業優勢の

状況にある。調剤や化粧品カウンセリング機能の充実など、他業態とはある程度差別化ができている。 

 SM は生鮮品や惣菜で店舗の独自性を出しやすく、小売業態の中でも差別化の余地は比較的大きい。

ただ、基本的に小資本でも運営が可能であることから、参入障壁は低い。プレーヤーが多く競争は激し

い。価格競争や品質管理への継続的な対応には一定の規模が必要と考えられ、中長期的には中堅以下の

企業が淘汰される可能性はある。 

 GMS は衣食住の各分野で他業態との競争が厳しい。特に衣料品と住関連商品の競争力は低下してお

り、競争力を取り戻すのは容易ではない。HC は主力商品の DIY 商品や園芸、ペット商品などで一定の

特徴を出すことは可能だが、日用品や住関連商品では他業態との競争がある。 

 家電量販店は NB 商品の取り扱いがほとんどであり、消費者にとって購入の判断材料は価格と品揃え

が中心となる。店舗間で同質化競争に陥りやすく、インターネットでの購入機会も増えるなど、小売業

態の中では も競争が激しい業態だ。衣料品・身の回り品専門店は出店費用が小さく、新規参入の障壁

は低い。中小企業を含めるとプレーヤーは多い。ブランドを確立して競合リスクを軽減する余地はある

ものの、相応の時間とノウハウが必要であり、販促コストもかかる。ごく一部の企業を除けば差別化は

容易ではない。 
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外食は企業規模に関係なく、多くの企業が乱立しており、競争は極めて激しい。特に多店舗展開して

いる中低価格帯ゾーンでその傾向が強い。新規参入も容易で近隣店舗との競合状況は短期間で変化する。

カテゴリーによって程度の差はあるが、小売りが提供する惣菜など中食とも顧客を奪い合うなど、競合

範囲も広い。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

小売業が扱う商品は基本的に価格感応度が高い。特に NB 商品のような差別化が難しい商品は、価格

と品揃え次第で他店への顧客のシフトが起きやすい。 

業態別にみると、地域性が高く必需品の取り扱いが中心である SM の場合、競合環境に大きな変化が

なければ消費者はなじみの店舗を継続して利用するケースが比較的多い。特に生鮮品は価格だけでなく、

品質も重要な要素となっている。価格以外で信頼を獲得できていれば顧客が離れる可能性は低い。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

小売業の設備投資は店舗関連が中心だが、業態によって新規出店にかかる費用や投資回収の期間に違

いがあり、投資サイクルは異なる。CVS、DgS、衣料品・身の回り品専門店、外食は年間出店数が数十

から数百店と多く、不採算店舗は比較的短期間のうちにスクラップ＆ビルドするなど、投資のサイクル

は短い。一方、SM、GMS、HC、家電量販店は出店時の投資負担は相応にあるものの、店舗の使用期

間は 10 年を超えることが多く、出店後の投資は改装中心でコスト負担はそれほど大きくない。不採算

店舗はテコ入れ策の効果を見極めるために一定の時間をかけることが多く、CVS、DgS、衣料品・身の

回り品専門店、外食ほどスクラップ＆ビルドを頻繁に行わない。 

在庫負担は商品回転率の高い SM が軽い。GMS も売上高のうち食品が半分程度を占めており、在庫

回転期間は長くない。家電量販店や流行に左右されやすい商品をメーンに扱う衣料品・身の回り品専門

店は商品のライフサイクルが非常に短い。  

 

（5）保護・規制、公共性 

保護・規制、公共性は小売り全体でみれば産業リスクに中立だ。本格付方法の対象となる小売業態の

店舗で大規模小売店舗立地法などの規制により出店が困難になるケースは多くない。DgS は医薬品販売

のための薬剤師あるいは登録販売員関連の規制緩和の内容によっては、他業態の新規参入が容易になる

可能性が出てこよう。ただ、有資格者の確保や店舗オペレーションのノウハウの蓄積では DgS が先行

しており、短期間で営業基盤が大きく毀損する可能性は低い。  
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（6）コスト構造 

固定費負担が重いのが小売業のコスト構造の特徴だ。特に店頭に販売員やレジ係を配置する必要があ

り、販売管理費に占める人件費の割合が高い。業態によって差はあるが、店舗の大型化や都市部での出

店を強化するケースでは賃料など出店コストの負担は重くなりがちだ。 

 

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。 

個別企業リスクの評価では業態内での競争状況や取扱商品の特性の違いを勘案している。CVS は実質

的に競争が大手 3 社間に集約されていることに加え、店舗展開がフランチャイズ（FC）中心であり収

益形態が他の小売業態と異なることから、個別企業リスクの評価項目を独自で設定している。 

 

（1）小売り（CVS 以外） 

1）営業基盤の強さ 

 小売業の業績（売上高、利益）は「一店舗当たりの業績×店舗数」で表される。厳しい競合環境の中

で生き残っていくには、業績が良い（＝競争力が高い）店舗をどれだけ多く持っているかが重要になる。

もっとも展開範囲が狭すぎると、他社が集中的に出店してきた場合や大規模な災害が発生した場合に収

益の変動リスクが大きくなる。ドミナント化したエリアを複数かつ広範囲に持つことで収益源が分散し、

全体の収益の安定化を図ることができる。 

 

2）店舗競争力 

 各店舗の売り上げ伸び率は消費者からの支持の大きさを表しており、企業の競争力の強弱をみるうえ

で重要な要素だ。 

 

3）固定費負担の余裕度 

 人件費や賃料、物流費などコスト全般に上昇圧力がかかる中、人員の適正配置などで効率的な業務運

営体制を確立して固定費負担を抑えることが重要だ。固定費の負担が軽い企業ほど、価格を中心とする

競争に耐える力があると言える。 

  

4）購買力 

 他社よりも有利な仕入れ条件を引き出せれば、価格競争も一定の余裕を持って展開しやすい。業態に

よって程度の差はあれ、小売業界は総じてバイイングパワー（売り上げ規模を背景とした仕入交渉力）
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が効きやすい。特に NB 商品の購入の際に仕入原価の低減などの効果が期待できる。親密な仕入れルー

トを一定以上確保していれば、外部環境が大きく悪化した場合でも安定した商品確保が可能となる。 

衣料品・身の回り品専門店についても購買力は重要な要素であるが、他の業態のように各社が全国共

通の NB 商品を多く扱っているわけではないことから、他の小売業態に比べると評価項目としての優先

順位はやや低くなる。個社別にみて仕入れ交渉面でプラスまたはマイナス要因があれば、分析時に加味

して評価する。 

 

5）在庫や物流管理  

 効率的な在庫や物流管理の体制を構築できれば、消費者ニーズに沿った店作りをしやすくなり、競争

優位を確保しやすくなる。特に衣料品・身の回り品は商品のライフサイクルが短い。流行や嗜好に左右

されやすい衣料品の場合、売れ残りリスクが常につきまとう。1 シーズン（2 カ月）以内で在庫が回っ

ているか、在庫をコントロールする仕組みがあるかどうかなどは重要なチェックポイントとなる。 

 家電量販店など他の小売業態でも在庫状況の評価は重要なポイントであるが、上位企業を中心に在庫

管理のインフラ整備が進んでいる。衣料品・身の回り品に比べると評価項目としての優先順位は低くな

る。分析では個社の実態をみながら、プラスまたはマイナス要因があれば個別に加味する。 

 

6）商品提案力、サービス力 

 価格以外での集客要素の有無を評価する。景気後退時には消費者の価格感応度が高まる傾向があるも

のの、価格を単純に安くしてもそのまま集客や売り上げの向上につながるとは限らない。価格が安くて

も品揃えに魅力がなければ、消費者の選択肢は狭くなる。接客などのサービスが悪ければ、消費者から

みた店舗イメージは悪くなる。価格以外の集客要素を持つことで他社との競合リスクを軽減することが

でき、安定した顧客基盤を構築することが可能となる。 

 

（2）CVS 

利便性が重視される業態のため、消費者から認知され便利に感じてもらえる状態（店舗網）を作り出

せるかが重要である。営業基盤の強さの判断目安として全国および人口の多い首都圏、京阪神、東海の

各エリアでの店舗数を参考に評価している。収入の中心である FC 店舗からのロイヤルティーの源泉と

して、店舗の販売力も重視している。店舗の販売力を評価する指標には平均日販（店舗当たりの 1 日の

平均売上高）を使用している。店舗競争力や商品提案力・サービス力の評価は他の小売業態と同様だ。

CVS は NB 商品の定価販売が基本だが、差別化要素として PB 商品などの商品開発力が重要になってお

り、その展開状況や集客面での効果を評価している。物販以外のサービス機能が充実し、集客につなが

っている場合もプラス材料として評価する。 
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（3）外食 

外食は産業リスクの特徴や店舗競争力を支える要素が小売りと類似している点が多い。外食業者の事

業リスク評価は小売り（CVS 以外）と同じ評価項目で分析している。 

 一部の外食企業は CVS のように FC 方式で店舗網を拡大している。総店舗に占める FC 店舗の構成比

が高い企業は CVS の評価項目を参考にして分析する。 

 

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。小売業界では、事業特性から以下のような財務指標を重視している。 

なお、小売業では土地や建物などの固定資産を自己所有する代わりに、リースで調達することが一般

的だ。日本の会計基準を前提とすると、ファイナンスリースやオペレーティングリースは決算書の注記

事項として残高などが記載されるが、契約内容次第では注記に記載されないものもある。また、競合の

出店や立地環境の変化に伴い店舗収益が低下する場合でも、スクラップ＆ビルドを頻繁に実施せず、店

舗の使用期間が長期間にわたるケースがよくみられる。以上のことから、法的形式よりも経済的実態を

重視し、原則として資産を負債で調達・購入（自社による物件購入）したものとして財務リスクの評価

を行っている。 

 

（1）収益力 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）／総資産平均、営業収益（売上高）営業利益率 

 投資に見合う利益・キャッシュフローを確保して、新たに投資を続けていかなければ、競争力は維持

できない。投下した資産から効率よく利益・キャッシュフローを確保できているかという観点から、

EBITDA／総資産平均が重要と考えている。業態ごとに設定した店舗の想定使用期間で投資回収できる

水準であれば、一定の収益力があると判断している。産業リスクが大きい業態は使用期間よりも短い期

間での投資回収を求めている。 

商品構成や在庫の持ち方など企業が採る戦略が EBITDA／総資産平均に影響するケースがあるため、

営業収益（売上高）営業利益率と併せて総合的に評価する。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

店舗の競争力を高め競合企業の攻勢に対応するためには、出店や改装、インフラ整備を適宜実施でき

る投資余力を備えているかをみることが必要で、EBITDA を重視している。また、EBITDA は債務を

償還する原資をどの程度確保できているかをみるうえでも重要な指標だ。業態別に平均的な投資額（1
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店舗当たりの投資規模および年間の出店数の平均的なイメージ）を想定し、どの程度の投資余力がある

かを確認している。不測の事態への対応（損失の吸収）に備えて自己資本の規模も重視している。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

 小売業の場合、成長維持に加え、競合企業の攻勢をかわし営業基盤を強化するために新規出店が有効

だ。ただ、投資回収が順調でも出店意欲が旺盛な場合、リース等を含めて相当程度の債務を抱えること

になる。債務返済までの期間がどの程度かは、将来の投資余力を確認するうえで重要だ。 

返済原資には新店だけでなく既存店からの収入も充当できる。残支払期間（＝リース調整倍率）で債

務を返済できる水準であれば一定の債務償還能力があるとみているが、産業リスクが大きい業態はより

短い期間での償還能力を求めている。CVS、DgS、衣料品・身の回り品専門店、外食は出店投資の負担

が小さく、一定の営業基盤があれば実質無借金になることが多い点を踏まえて評価している。 

 

（4）財務構成 

自己資本比率 

事業環境の急変などで予期せぬ収益悪化が発生した場合の財務耐久力をみるうえで重要である。減損

損失に加え、不良在庫処理や店舗閉鎖に伴う損失などを余裕を持って吸収できる財務基盤があるかを自

己資本比率で把握する。在庫および有形固定資産を自己資本でどの程度カバーできているかという視点

も併せて分析している。 

 

III．小売業界の格付 
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