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この格付方法は、消費者向けの融資業務のうち、無担保の小口ローンを業務の主体とする消費者金融

専業者を対象としている。クレジットカード会社や信販会社も類似の商品を提供しているが、中核事業

とする販売信用事業の産業リスクは異なることから、別途、格付方法を策定している。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

消費者金融業は中低所得者に無担保の小口資金を貸し出す事業を主力とする。商品性による差別化が

難しいほか、クレジットカードや信販、銀行など他業態も類似の商品を取り扱っており、競争環境は比

較的厳しい。上限金利や総量規制のもと成長余地も限られる。市場のボラティリティーは近年安定して

いるものの、景気動向の影響を受けやすい。 

消費者向け無担保ローンは個人生活を支える重要な役割を有する一方、多重債務問題の一因であると

して批判も受けてきた。こうしたレピュテーションリスクは個社の問題にとどまらず、規制強化を通じ

て業界全体に波及し得る点でも無視できない。2006 年の貸金業法改正以降、市場の適正化を企図した

取り組みが進み、制度変更リスクはかつてに比べ小さくなっているものの、業界に対する世論の動向に

は引き続き留意する必要がある。こうした要素を踏まえ、産業リスクは大きいと評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

金融庁が公表した 2019 年 3 月末の消費者向け融資（含む有担保）の市場規模は 6 兆 9233 億円で、

このうち消費者金融専業の市場規模は 2 兆 9543 億円。2003 年 3 月末で 12 兆円超あった消費者金融専

業の融資残高は、グレーゾーン金利での融資が実質的に無効になった 2006 年 1 月の「シティズ判決」

以後、2007 年頃から急速に減少した。この数年は緩やかに回復しているものの足取りは重い。総量規

制下では大きな回復は期待できず、市場の成長性は低いと評価している。 

市場のボラティリティーは比較的大きいと評価している。各種規制強化を経て大きく低下しているの

も事実だが、もともと景気循環との連動性がやや高い。消費者向け無担保ローンは家計における可処分

所得の将来的な期待により制約を受ける。不況期に借り入れの需要が増すように思われがちだが、必ず

しもそうではない。顧客の多くは給与所得者で、先行きの所得が増加する期待が高まると、借金をして

も返済できるという見通しから借金への抵抗感が薄れる。一方、先行きの所得が減少する可能性が高ま
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ると、返済への不安が生じるので節約志向が働く。給与所得や失業率といったマクロの経済指標が悪化

した場合、延滞や貸し倒れといった信用コストへの影響が表面化しやすい特徴も持つ。 

新規顧客は若年層が多く、貯蓄及び所得水準の高い熟年層の需要は少ない。出生率が低水準で推移す

る中で老年人口割合の上昇が続いており、潜在顧客が将来、漸減していく可能性があることには留意が

必要だ。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

貸金業者の登録者数は急速に減少しており、2000 年の約 3 万社から 10 分の 1 以下まで淘汰が進んで

いる。独立系や中・小規模の事業者を中心に、市場縮小に伴って撤退する会社が相次いだ。大手の中で

も撤退や集約が進み、残った大手の市場寡占度はより高まっている。大手に新規顧客が集中する傾向が

続いているものの、業界を超えた競争にさらされており、比較的厳しい競合状況に変わりはない。 

2010 年の改正貸金業法の施行以後、上限金利が実質 18％以下となったことで、高リスク層を得意と

する消費者金融専業と、低リスク層を得意とする銀行、その中間のクレジットカード・信販という顧客

層におけるすみ分けが無くなってきている。総量規制が適用されない銀行業界でも自主規制が広がって

おり、貸出可能枠を巡って顧客の獲得競争は厳しさを増している。もっとも、銀行の消費者ローンに対

しては消費者金融専業が保証しているケースが多く、互いに補完関係にもある。専業にとっては直接融

資するほどの収益性はないが、保証料の形で収益を伸ばすことができ、一定の収益貢献が期待できる。 

消費者金融は現金を貸し出す事業が主体であり、キャッシュレス決済の広がりは逆風となり得る。シ

ョッピングでクレジットカードを利用し、そのままリボ払いへ移行する顧客が増え、カードローンの利

用減少の一因となっている。決済市場では SNS や EC サイトなど従来のプレーヤーとは異なる顧客基

盤やデジタル戦略、資本力を有する新興勢も存在感を増している。こうした企業はインターネットやス

マートフォンを顧客接点として、消費者金融がターゲットとする若年層に強い。将来的には個人ローン

市場へ本格的に進出し、業界構造を大きく変えていく可能性がある。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

消費者向け無担保ローンは各社とも貸出金利に大きく違いがないうえ、支払いもリボルビング方式が

大部分を占めており、商品性による差別化が難しい。クレジットカードに付帯されるキャッシングや銀

行が提供するカードローンなど他業態も同様の商品を取り扱っており、代替可能性は高い。 

一般的に、顧客の借入動機からみた消費者金融専業の強みとして、①短時間での与信審査（即時性）

②与信限度額内での随時借入・返済可能（利便性）③顧客のプライバシー保護（秘匿性）――などが挙

げられるが、改正貸金業法の施行以後、徐々に優位性が薄れてきている。無人自動契約機の導入などに

より確保してきた即時性や利便性は、インターネットなどにより全国どこからでも申し込みが中心にな



 

 

 

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。 
 

 3/6 

ってきたことで大差はなくなっている。顧客の囲い込みもしにくく、顧客の継続性・安定性は低い。 

 

（4）保護・規制、公共性 

消費者保護の観点から制度変更リスクを抱え、貸金業法による規制を受ける。上限金利や総量規制な

ど規制範囲の 大でリスクテークしており、各種規制が再び強化されると、消費者信用産業に与える影

響は大きい。 

1954 年に利息制限法と出資法が制定された。制定当時より、利息制限法の上限金利は元本の金額に

応じ 15～20％とされる一方、出資法の上限金利は 109.5％で大きな乖離があったが、その後 73％→

54.75％→40.004％→29.2％と段階的に引き下げられ、2010 年 6 月の改正貸金業法完全施行により出資

法の上限金利は 20％まで引き下げられた。グレーゾーンと呼ばれる金利帯での融資が禁じられ、貸出金

利は利息制限法の範囲内で設定されたことで、潜在的なリスクは以前と比較すると小さくなっている。 

レピュテーションリスクは大きい。要因には、債権回収・督促等の際の法令違反、世論やマスコミの

批判、金融市場の評価――の 3 点が挙げられる。中低所得者に高金利で貸し出すことから世論の批判を

浴びやすく、訴訟リスクが大きい。商品性がほぼ同じであることから、特定の会社で起こった問題が業

界全体に波及する傾向がある。 

 

 

2．個別企業リスクの見方 

各社の事業リスクは、消費者金融専業の産業リスクを踏まえたうえで、個別企業が抱えるリスクを加

味して決定する。 

 

（1）営業基盤 

将来の収益の源泉である営業基盤の価値が、信用力の大枠を規定する。消費者金融専業の事業には、

中核であるローン事業のほか、融資で培った与信や回収ノウハウを活用した信用保証事業やサービサー

事業などがある。 

ローン事業から得られる金利収入は、融資残高に平均貸付金利を乗じた額で示される。平均貸付金利

は各社とも大きな違いがないことから、融資残高の大きさと顧客獲得力が営業基盤の価値を決定づける。

顧客獲得力は、新規顧客の獲得数だけでなく、借り入れと返済を繰り返すリピーター顧客をどの程度抱

えているかが格差要因となる。 

中核となる消費者向け無担保ローンは、年収 300 万円～400 万円の顧客層を主要ターゲットとする。

1 顧客当たりの無担保ローン残高が 40 万～50 万円程度であることを踏まえると、総量規制下では、新

規募集時に借入件数 2～3 件以内の顧客を獲得できないと、借入総額が年収の 3 分の 1 という上限に到
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達し、新たな貸し出しはできない。そのため、テレビ CM やインターネット広告などを通じて、知名度

やブランド力を高め、資金ニーズが生じた際に顧客に想起される会社になることが重要だ。 

借り入れる場合は無人自動契約機への来店のほか、電話やインターネットによる申し込みなど非対面

チャネルが中心。かつては店頭窓口で申し込みができる有人店舗数や無人自動契約機設置数などで大手

と中小の貸金業者で大きな格差要因となっていた。近年はスマートフォンの普及やコンビニ ATM との

提携により、無店舗でも利便性に大差はなくなっている。 

信用保証やサービサーなど周辺事業に加え、海外事業の充実度を重視している。信用保証やサービサ

ー事業は収益性こそローン事業には及ばないものの、仕組みさえ構築できれば残高の積み上がりにより

安定した利益を稼げる。残高・業容に加え、提携金融機関の数や結びつきの強さを重視する。海外、特

にアジア地域では経済成長と相まって個人の所得水準が上昇しつつある。人口構成において若年層が多

く、携帯電話の急速な普及もあって、顧客との接点も取りやすくなるなど、貸金業を展開する余地が広

まっている。日本ではローン事業の市場規模が大きく成長することが期待できないだけに、その他の事

業で営業基盤を構築できるか評価している。 

 

（2）リスクプロフィール・リスク選好度 

リスクプロフィールは、主として①信用リスク②過払い金返還請求リスク③金利リスク④オペレーシ

ョナルリスク――に分類できる。 

リスクプロフィールでは事業ポートフォリオがどの程度リスクをとっているのか確認する。ローン事

業は、一定程度の貸し倒れが発生することを前提に高リスク層へ無担保で融資するビジネスであり、ロ

ーン事業の割合が高ければ高いほど、リスク選好度は高くなる。周辺事業を含む事業ポートフォリオの

分散度合いや海外展開へのリスクテーク志向の強弱などがリスク選好度に表れる。現時点のリスクプロ

フィールだけでなく、今後のリスク選好度やリスクテーク方針を重視している。 

 

II．財務リスクの評価 

（1）リスク耐久力 

資本の十分性、リスク管理態勢 

リスク耐久力は、経済資本の観点でみた資本の十分性を評価する定量的な指標である。一定のシナリ

オ下で算出した会社全体の保有リスク量を、資本の質を考慮した自己資本と将来の利益からの内部留保

蓄積でどこまで吸収できているかを評価する。なお、貸倒引当金及び債務保証損失引当金は信用リスク

を吸収するバッファーと評価している。 

定量評価に加え、リスク耐久力を維持する能力としてリスク管理態勢も重視する。消費者金融専業の

場合、リスクの大部分を占める信用リスクに対する管理態勢の確認が中心となる。海外展開を志向する
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場合は進出地域の制度変更リスクやカントリーリスクを踏まえ、適切かつ十分な水準でリスク管理でき

ているか確認する。 

 

（2）資産の質 

信用コスト率＝信用コスト／営業貸付金平均残高、与信業務運営 

資産の質の劣化が経営破綻原因となることが多く、その評価は重要である。営業収益に占める信用コ

ストの割合は高く、一定の割合でコントロールできることが必要だ。信用コスト率は過去の与信形態や

顧客属性など与信ポートフォリオの特徴を示す指標であり、資産の質を評価するうえで重視する。延滞

率は資産の質の劣化を示す先行指標として確認している。また、将来にわたり健全な資産状態を維持し

ていけるかどうかをみるうえで、与信業務運営も重視する。 

 

（3）収益力 

基礎的な利益によるコスト吸収力、営業収益 ROA 

経費率＝（販売費及び一般管理費－貸倒・利息返還関連費用）／営業収益 

収益の安定性 

利益は、顕在化したリスクによる損失を 初に吸収するバッファーであり、自己資本を将来にわたり

蓄積していく原資でもある。そのため、利益は自己資本と並び重要だ。今後発生し得る信用コストや過

払い金返還請求にかかるコストを保守的に見積もり、これに資金調達構造を考慮した調達コストの上昇

分を加えて、償却引当前の基礎的な利益でどこまで吸収できるかを収益力の評価上、重視する。また、

営業収益 ROA や本質的な経費効率を示す指標として経費率も利用している。 

上記の定量指標に加え、営業収益ベースでみた収益の安定性も重視する。中核であるローン事業だけ

でなく、周辺事業における収益の安定性を踏まえ、収益源がどの程度分散し多様性に富むかを確認する。 

 

（4）流動性 

預金という調達手段を持たないノンバンクにとって金融機関や資本市場から安定的に資金を調達す

ることが事業継続の生命線になる。「仕入れ」にあたる資金調達は、収益力に大きな影響を与えるため、

重要性は高い。 

消費者向け無担保ローン債権は毎月の回収金があるため、与信を絞ることで流動性のコントロールは

可能である。とはいえ、資金調達規模が大きく、業績悪化や環境変化により取引金融機関や投資家のス

タンスが変化するリスクが大きく、調達コストや資金量に影響する。資金調達が正常にできない状態に

陥ると、急速に融資を絞らざるを得ず、収益基盤に打撃を与える。そのため手元流動性の状況や取引金

融機関との関係などを確認し、評価に織り込んでいる。 
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