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この格付方法は、（1）製油、製糖、製粉などバリューチェーンの上流に位置する 1 次加工食品と（2）

調味料、冷凍食品、飲料などバリューチェーンの下流に位置する 2 次加工食品を中心に営む企業が対象

になる。1 次加工食品と 2 次加工食品は産業リスクに違いがあるものの、需要の連動性は比較的高く、

個別企業リスクの評価は同一の項目を使用している。乳業と総合酒類について、財務リスクの評価は 2

次加工食品と評価の視点は基本的に同じだが、個々の事業特性を考慮して評価する。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

日本国内の加工食品市場は成熟しており、少子高齢化の進展や人口の減少などによって、中長期的に

成長は期待できない。一方で、加工食品は生活必需品であることから、需要の安定性はかなり高い。 

1 次加工食品は、業界再編を通じてメーカー間の序列がほぼ固まっているうえ、装置産業であるため

新規参入が容易ではない。貿易自由化は進んでいるものの、そのペースが総じて緩やかなことを踏まえ、

産業リスクは比較的小さいと評価している。 

2 次加工食品は、さまざまなカテゴリーに多くのメーカーが存在し、集約が進んでいない。その結果、

低価格販売を余儀なくされたり、販売促進費や広告宣伝費などのマーケティング費用の負担が重くなっ

たりするなど、競争状況が比較的厳しいことから、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 

対象となる市場は、マザー市場（国内企業であれば通常日本）及び重要な展開市場と捉えている。日

本国内の加工食品の市場は 23 兆円台規模で安定推移している。全体の需要拡大が見込みにくい半面、

ボラティリティーも総じて小さい。製品カテゴリーごとに市場の規模や成長性に差異があり、乳業と総

合酒類の成長性は相対的に低い。 

海外市場は国・地域によって動向が異なる。先進国市場の需要はおおむね安定的に推移しているが、

新興国市場は人口増加や経済成長を背景に需要拡大が続く。日本以外に重要な展開市場を持つ場合、そ

の市場の規模や成長性、市場のボラティリティーなどを踏まえたうえで評価する。 
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（2）業界構造（競争状況） 

1 次加工食品は再編が進んだことで業界内での序列がほぼ固まっている。市場拡大が見込めない中、

多額の設備投資が必要な装置産業であることが高い参入障壁になっている。 

2 次加工食品はカテゴリーが多岐にわたるうえ、地域による嗜好性の違いなどもあって、成熟市場に

もかかわらずメーカーの集約が進んでいない。新規参入も比較的容易であることから、競争環境は比較

的厳しい。大手小売りはメーカーに対して強いバイイングパワーを持ち、食品スーパー間の熾烈な競争

によるしわ寄せがメーカーに来ている面も否めない。低価格での販売競争や販促費などマーケティング

費用の大量投入による小売店頭の棚の奪い合いで、カテゴリーのトップ企業といえども利益が圧迫され

がちだ。 

総合酒類は大手 4 社の寡占市場であり、全国展開するうえでの実質的な参入障壁となっている。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

1 次加工食品は加工度が比較的低い上流の食品素材を扱っており、品質面で差別化しにくいという特

性があるが、ユーザーと長年にわたり安定した取引関係を構築しており、主要取引先の顔ぶれが短期間

で大きく変わることはあまりない。 

2 次加工食品は製品のブランド力や品質、高付加価値化などで他社との差別化が可能だ。高齢化や単

身、共働き世帯の増加などを背景に健康志向や簡便化に対応した製品への需要が高まり、商品開発力や

マーケティング能力などを問われる。消費者の節約・低価格志向は強く、価格が購買動機に影響を与え

る点は 1 次加工食品と変わりない。食品メーカーのナショナルブランド（NB）より安価な小売りのプ

ライベートブランド（PB）を選択する消費者が存在する点には注意が必要だ。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

加工食品の製品陳腐化リスクは、基礎的な食料品であればあるほど小さい。菓子や清涼飲料、酒類な

ど嗜好や流行に左右されやすい製品はライフサイクルが短いものが多いが、新製品の開発や投入に大掛

かりな技術革新や設備投資を必要としないため、設備投資サイクルは比較的長い。製品特性や投資の規

模からみて、投資回収期間は 1 次加工食品の方が 2 次加工食品よりも長い。通常の設備投資は能力増強

よりも維持・更新が主体で、おおむね減価償却費の範囲内に収まる。製造設備の集約・再編や工場新設

の場合は大規模な投資が必要になるが、一定の資金調達能力があれば対応できる。 

 

（5）保護・規制、公共性 

国内の農業や産業を保護する観点から、輸入品に対して関税割当や関税などの輸入規制がかかること

がある。こうした保護・規制の恩恵を受けるのは、主に 1 次加工食品（製粉・製糖など）と乳業だ。乳
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業を例にみると、酪農家に支給される補助金の下支えで安定した数量と価格での原料乳を確保している

ほか、関税障壁によって海外から安価な乳製品の流入も制限されている。 

ただし、2018 年 12 月末に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（いわゆる

TPP11）、2019 年 2 月に日 EU 経済連携協定が発効しており、貿易自由化が進む。一部の関税割当を残

しながらも関税は段階的に引き下げられる方向だ。そのペースは総じて緩やかだが、中長期的に産業リ

スクが高まっていく可能性がある。 

乳業を除く 2 次加工食品には信用力に大きな影響を及ぼす保護や規制、公共性はない。 

 

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リスク

により各社の事業リスクは相違する。 

 

（1）主要市場における地位 

市場シェアの推移は収益の安定性をみるうえで重要だ。1 次加工食品は概して製品の加工度が低く、

品質や価格面での差別化が難しい。シェアの大小が利益・キャッシュフローの規模にそのままつながり

やすい。装置産業だけに、生産量が大きいほど規模のメリットを生かした低コスト体質を構築でき、他

社に比べて収益性をより高めることができる。 

2 次加工食品にとって、シェアは販売力や買い手に与える影響力（＝価格交渉力）の強さに直結する。

高いシェアを持つメーカーは、流通・販売網における展開力、豊富な品揃えによる強い製品力、開発力、

高い品質やブランド力などを兼ね揃える場合が多い。小売業者にとって、店頭の棚割りや商品ラインア

ップに欠かせない存在となっている。 

 

（2）主要な事業・製品の特性と収益分散 

収益源となる事業や製品カテゴリーの分散は安定した利益・キャッシュフロー確保につながる。1 次

加工食品は供給する業務用・加工用の食品素材が規模のメリットを享受しやすい半面、加工度の低さか

ら製品の差別化が難しい。原材料市況による収益変動リスクの軽減を狙って加工度を高めた製品（2 次

加工食品）や本業周辺事業に手を広げることがある。周辺事業・多角化事業が収益源として機能してい

れば評価できる。 

2 次加工食品は必需品か嗜好品、汎用品か高付加価値品、といった製品特性により、需要の安定性や

収益性、価格交渉力に大きな差が出ることがある。対象事業・製品の市場規模が大きく、または成長中

で収益の獲得機会が豊富で、強い収益基盤を築いている場合は評価が高くなる。食品以外でも医薬や不

動産、商社、物流などの多角化事業が利益貢献している場合も、信用力評価にはプラスに働く。 
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（3）収益源の地域分散 

1 次加工食品は総じてマザー市場での収益依存度が高い。市場規模の振れが少なく競合相手も限られ、

収益基盤は比較的安定している。ただし、中長期的に人口減少を背景にマザー市場の成長が見込みにく

くなり、貿易自由化の影響も顕在化してくる。そのため、収益源の地域分散を図ることが望ましい。 

2 次加工食品はマザー市場の人口動態に加え、経済情勢の悪化や消費者嗜好の変化などに影響されや

すく、競争環境は比較的厳しい。グローバル展開を推進し、複数の重要な展開市場で十分な収益源を持

つことは、業績を安定させるのに極めて重要だ。特定地域の小売業者など顧客との関係変化や、地域的

な規制変更などによる影響を緩和できる。成長性の高い市場で収益基盤を確保できれば、利益・キャッ

シュフローの持続的な拡大につながる。 

乳業は、原料乳の安定確保が補助金制度に支えられる点や鮮度維持が必要なことから、地産地消の事

業性格が強い。海外展開への出遅れが大きなマイナスの評価にはならない。 

 

（4）費用変動への対応力、コスト管理能力 

加工食品メーカーの多くは原料を輸入に依存するため、為替変動の影響を受ける。穀物の生産・供給

は天候に左右され、新興国の食糧需要の増加などの影響も受ける。さらに商品取引所に上場されている

原材料は実需以外の要因で相場がしばしば変動する。原料価格の変動リスクは高まる方向にある。製造

原価に占める原材料費の割合が大きい 1 次加工食品にとって、原材料価格と販売価格の差が基礎的な利

益として重要だ。原材料価格の変動を柔軟に吸収する対応力が評価ポイントとなる。 

2 次加工食品にとっては、マーケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の重要性が高い。販促費

なしに小売店頭の棚割りを確保したり、需要を喚起したりすることは難しく、ブランドの維持・強化に

不可欠な固定費的な色合いが濃い。大手小売りは購買力が強いため、マーケティング費用の削減は容易

ではない。マーケティング費用を一定水準にコントロールし効率的に投入しながら、安定した利益・キ

ャッシュフローを確保するコスト管理能力が重要になる。 

乳業は仕入面で各社に優劣がなく、製品面でも差別化がしにくいため、他の 2 次加工食品ほどにはマ

ーケティング費用の巧拙が収益力の差につながりにくい。ただ近年はヨーグルトドリンクやデザート、

チーズなど販促費のかかる製品が増えており、マーケティング費用の重要性は高まりつつある。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析では、財務データに基づく定量評価に加えて、財務運営方針や流動性リスクなども

評価する。事業特性を考慮して以下のような財務指標を重視している。 

1 次加工食品の評価では、原料コストに見合う適正な販売価格を形成し、安定した利益・キャッシュ

フローを生み出せるか、2 次加工食品の評価では、マーケティング費用を吸収するのに十分な利益・キ
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ャッシュフローを生み出せるか、が重要になる。 

産業リスクは 1 次加工食品は「比較的小さい」、2 次加工食品は「中程度」と評価している。このため、

1 次加工食品と 2 次加工食品との間で格付ゾーンごとの財務の目安に差を設けている。1 次加工食品は

製品特性から収益性を高めにくい点、投資回収期間がより長い点も財務リスクの評価上考慮している。

乳業と総合酒類は 2 次加工食品と評価の視点は基本的に同じだが、個々の事業特性を考慮して目安値や

重要度を変えている。 

 

（1）収益力 

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

売上高営業利益率、EBITDA マージン 

投資に対するリターンを測る ROA を重視する。M&A（合併・買収）の実施などで資産が膨らみがち

になり、投資回収が着実に進んでいるかどうかの判断が必要で、ROAの重要性は高まっている。EBITDA

／総資産平均は装置産業である 1 次加工食品をみるうえで注目している。 

売上高営業利益率と EBITDA マージンも重視する。価格競争力や収支の柔軟性、製品ミックスやコ

スト管理能力が総合的に表れると考えられるためだ。自助努力により収益性の改善が比較的容易な 2 次

加工食品と違い、加工度が低く付加価値を高めにくい 1 次加工食品の場合、重要度はやや低下する。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）、自己資本 

通常の維持・更新投資に加え、需要構造の変化に応じた生産体制の再編など、収益力の強化には相応

の戦略投資が不可欠である。財務基盤を損なわずに十分な投資を実施するには一定水準以上の投資余力

が必要だ。総合酒類のように、一段の収益基盤の強化・拡充に向けて海外投資規模を大型化させる企業

は増えており、キャッシュフロー創出力の重要性は高まっている。 

安定した需要を持つ加工食品の特性から大幅な赤字を計上する懸念は小さいものの、食の安全・安心

に関わる不祥事が発生する場合がある。ブランド毀損による顧客離れや製品の買い控え、ひいては在庫

の評価損・廃棄損なども重なって多額の 終赤字を計上することがある。M&A の活発化に伴い、のれ

んや無形固定資産について減損損失を計上することも増えてきた。こうした予期せぬリスクへのバッフ

ァーとして自己資本の厚みの重要性は高い。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

債務償還能力を測る指標として、純有利子負債 EBITDA 倍率を重視している。製品陳腐化のリスク
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は総じて小さく、1 次加工食品の場合、設備投資サイクルも比較的長い。このため技術革新が激しい業

界よりも比較的長期の投資回収期間を許容できる。 

 

（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）、自己資本比率 

過去の利益蓄積で内部留保が積み上がり、実質無借金など財務構成が良好な先が多い。一方で M&A

資金の大半を外部調達で賄い、負債を大幅に増加させている先も見られる。ネット D／E レシオを財務

規律に掲げている先は多く、指標の重要性は高い。自己資本比率にも目を配る。 
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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
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III．加工食品業界の格付 

【1 次加工食品】 

 
 

【2 次加工食品】 

 
 

 

 

＊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

主要市場における地位 ◎ 収益力 売上高営業利益率 ○

主要な事業・製品の特性と収益分散 ◎ EBITDAマージン ○

収益源の地域分散 ○ ROA ◎

費用変動への対応力、コスト管理能力 ◎ 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 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

発行体格付

産業リスク　比較的小さい

個別企業リスク 財務リスク

重要度 指標 重要度

主要市場における地位 ◎ 収益力 売上高営業利益率 ◎

主要な事業・製品の特性と収益分散 ◎ EBITDAマージン ◎

収益源の地域分散 *1 ◎ ROA ◎

費用変動への対応力、コスト管理能力 *2 ◎ EBITDA/総資産平均 ○

*1 乳業は△　*2 乳業は○ 規模・投資余力 EBITDA *3 ○

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 △

ネットD/Eレシオ ○

*3 総合酒類は◎

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


