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この格付方法は、デジタル機器の開発、製造、販売を手掛ける企業に適用する。デジタル機器は、映

像や音声をはじめ様々な情報をデジタル処理できる電気製品であり、半導体デバイスやディスプレーパ

ネルなどの部材を組み上げて製造する。代表的なデジタル機器として、スマートフォン（スマホ）やパ

ソコンといった情報機器、薄型テレビ、デジタルカメラなどのデジタル AV 家電が挙げられる。市販向

けがあるカーナビゲーションシステムも R&I はデジタル機器に含めている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

デジタル機器の事業は、半導体やディスプレーパネルといったキーデバイスを社外から調達して、機

器の組立製造の一部または全部を受託製造サービス（EMS：Electronics Manufacturing Service）など

外部に委託することが多い。製造だけでなく設計も委託が可能であり、業界の参入障壁は低い。そのた

め主要部材を内製し自社内で組み立てを行う垂直統合モデルを構築することで、他社と差別化を図る企

業もある。 

業界全体の市場規模は大きく、成長の余地がある。地域性の強い生活家電と異なり、1 つの製品モデ

ルをグローバルに供給でき、収益の獲得機会は大きい。半面、ローカル企業・グローバル企業との競争

が避けられず、競争環境は比較的厳しい。 

生活様式の影響を受けやすく、社会や時代の変化とともに主要製品や上位企業が入れ替わってきた。

大手企業でも地位が安泰ではない。技術・機能の陳腐化の速さと参入企業の多さが製品単価への下方圧

力を生んでいて、在庫評価減のリスクにも注意する必要がある。以上から、産業リスクは比較的大きい

と判断している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

デジタル機器の市場規模は大きい。様々な製品を合計した市場規模は 100 兆円を超えると推定してい

る。製品別にはスマホの市場が も大きく、パソコンとテレビも大きな市場を形成している。これらの

主要製品に比べると、カーナビゲーションシステムやデジタルカメラは市場規模が小さい。 

スマホが生活のインフラに欠かせなくなったように、新たな製品分野が登場したり生活様式が変化し

たりすると、買い替えが中心で成熟市場の先進国においても需要が拡大することがある。新興国では新
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規購入や上位機種への買い替えのニーズが根強い。世界のデジタル機器市場には成長余地がある。 

市場のボラティリティーは比較的大きい。需要動向は世界各国の個人消費支出に連動するため、経済

情勢や政府による消費刺激策など外部環境に影響されやすい。特定の時期に販売が集中するのもデジタ

ル機器の特徴で、一年の中でもボラティリティーがある。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

開発から製造まで業界内の水平分業化が進んでおり、半導体やディスプレーパネルといった主要部材

を外部から調達し、製品の組立製造を EMS に委託することが多い。技術力やノウハウが限られた企業

であっても手掛けられ、参入障壁は低い。 

水平分業は投資抑制などに効果がある一方、機能面の差別化を難しくしている。とりわけハードウエ

アやソフトウエアに独自技術を持たない企業はハイエンド領域に展開できず、十分な利益を確保できな

いまま撤退することがある。業界の平均的な利益率はあまり高くなく、開発、調達、生産、販売の各面

でブランド力を含めて強固な体制を構築した一握りの企業が高い利益率を得ている。業界内の勝ち負け

が収益性の差として表れやすい。 

勝ち組の企業といえども将来にわたって安泰ではなく、革新的なビジネスモデルや新製品が登場する

と、業界地図が大きく塗り変わることがある。消費者が求めているのは機器そのものではなく、それを

利用したコミュニケーションの進化やエンターテインメント性の高まりである。スマホの市場規模は非

常に大きいが、こうしたニーズにより適した機器が登場すれば、スマホが代替されることも考えられる。

既存製品において上位メーカー間で苛烈な価格競争を繰り広げることは減ったが、競争状況は比較的厳

しい。 

なお、地政学リスクや感染症リスクの高まりが、上記のような水平分業型のグローバルサプライチェ

ーンのつながりを弱め、個別企業の競争力や競争状況に影響する可能性がある。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

主にコンシューマー向け耐久消費財であるデジタル機器は、顧客の継続性・安定性が低い。基本性能

によるハードウエアの差別化が難しいうえ、オープン化によって機器の互換性を確保できたり、必要な

ソフトウエアやデータを移管できたりもする。消費者は買い替え時に他社製品を選んでも大きな支障が

ない場合が多く、乗り換えコストは低い。 

消費者に直接販売するチャネルを持つ企業は少ない。E コマース（電子商取引）で購入する消費者が

増えていることも、顧客の継続性・安定性を高めにくくする要因だとみている。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 
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デジタル機器の設備投資の負担は重くない。自社で製造する場合でも、人件費が安い国・地域の拠点

において人手に頼る生産工程が主体だからだ。 

製品や部材の在庫管理は損益に響きやすく、注意が必要だ。景気動向や個人の消費行動などに加え、

クリスマス、年末年始商戦、米国の Back to school（夏休み明け新学期）、中国の旧正月など季節的な変

動もある。製品寿命は総じて短い。製品在庫が膨らむと販売価格の大幅な引き下げや 終的な売れ残り

につながってしまうため、在庫の評価損･廃棄損が発生しやすい。  

 

（5）保護・規制、公共性 

信用力評価で特に考慮すべき保護、規制はない。  

 

（6）コスト構造 

組立製造を自ら行う場合は、設備の減価償却費や工員の人件費など、製造固定費がコストに占める割

合が大きくなる。一方、製造を外部に委託していれば、製造コストが変動費化して固定費負担は軽くな

る。特定の季節に需要が偏る場合、外部委託のメリットは大きい。 

デザインや機能など商品企画・開発の重要性が高く、そのコストは小さくない。グローバル展開には

販売体制の整備や、広告宣伝・販売促進といったコストも膨らむ。こうした費用を吸収して採算を高め

るには、高いシェアを獲得し販売金額を増やす必要がある。業績悪化を受けて開発費や販売コストを削

減すると、市場で劣勢になりますます競争力が低下する悪循環に陥りかねない。 

 

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）製品分野、競争力 

デジタル機器には、スマホやパソコン、テレビなど様々な分野がある。市場の成長性や需要変動、競

争環境などはそれぞれの分野・製品により異なる。多くの収益源を持つことは収益基盤の安定性や利益

変動の抑制につながるとみられ、格付の評価にプラスになる。ハードの販売だけでなく、ソフトウエア

販売やコンテンツ課金ビジネスを展開する企業もある。デジタル機器との相乗効果を持つそうした収益

も、収益源の分散として評価できる。 

競争環境や価格下落がつきものの業界特性を踏まえ、他社と比較した収益性の相対水準や収益性の安

定度から競争力を判断する。競合他社比の収益力の高さは、コスト競争力が強い、あるいは高い価格設

定ができることを示しており、先々の価格引き下げにも対応しやすくなる。 
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競争力を評価する際は、開発・生産体制や販売形態におけるビジネスモデルの違いも確認する。必要

部材や組立を含めて自社生産比率が高い場合は、限界利益率を高めて利益を極大化できる可能性がある。

ただし固定費負担が重くなり、販売減少が損益の大幅な悪化を招くリスクを抱える。一方、外部調達や

生産委託の比率が高い場合は販売が減少しても大きな赤字となりにくいが、販売数量の多さや優れたブ

ランド力がないと高い収益性を確保しにくい。  

 

（2）市場シェア 

市場シェアは総合的な競争力を示す重要な指標だと考える。ブランド力やマーケティング力、製品開

発力などに優れた要素があり、消費者に受け入れられている証しである。市場シェアが高いほど部材の

購買力が上がり、コスト競争力も高めやすい。組立製造、物流の効率化やコストダウンに規模のメリッ

トが働く。 

グローバル市場で高いシェアを獲得するには、日米欧などの先進国に加えて新興国でも販売力を高め

る必要がある。このため、各地域・国における販売基盤の強さも確認している。グローバル市場でのシ

ェアが低くても、母国市場などで強固な地位を築いていれば一定の評価が可能だ。 

 

（3）技術力・開発力 

デジタル機器は新製品投入による実質的な販売価格の引き上げとコストダウンを図らなければ、収益

性の維持・向上は難しい。技術革新が速く製品ライフサイクルが短いため、将来にわたり収益基盤を保

つには、消費者の購買意欲を刺激する新製品を継続して開発・販売していく必要もある。こうしたビジ

ネスサイクルを可能とする技術力や製品の開発力・企画力を備えているかは重要な評価要素となる。 

 

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。デジタル機器業界では、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 

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

収益力の指標として、EBITDA を売上高で除した EBITDA マージンを重視している。格付はキャッ

シュフローベースの指標を重視しており、EBITDA は減価償却費の会計処理が異なる会社間の比較にも

適している。ただし、デジタル機器のコスト構造をみると、減価償却費が大きな比率を占めているわけ

ではない。このため、営業利益率も同様に重視している。在庫管理の適切性など資産効率をみるという

観点から、EBITDA／総資産平均も確認している。  
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（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

設備投資の負担は大きくないが、グローバルな需要の獲得には一定の先行投資が必要となる。開発費

やマーケティング費用を追加的に投入できるキャッシュフローを確保しているかもみるために、

EBITDA を重視している。信用力評価には、損失を吸収するためのバッファーとして一定規模以上の自

己資本も重要である。 

高い信用力を確保するには、事業・製品展開の裾野を広げるだけの投資余力・規模が必要だと考えて

おり、求める EBITDA は大きくなる。また産業リスクが比較的大きく、グローバル市場では強固な財

務基盤を持つ有力企業が競争相手であることを念頭に自己資本の厚みを評価している。 

 

（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 

投資負担が軽いため、一定の競争力や収益力を備えていれば、大きな有利子負債を抱えることはない

はずだ。ビジネスモデルにより求められる投資回収のスピードは異なるが、製品寿命が短く競争が激し

いため、投資を短期間で回収できるようでないと生き残ってはいけない。こうした点を重視して、純有

利子負債 EBITDA 倍率と純有利子負債営業 CF 倍率を評価している。 

 

（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） 

産業リスクが比較的大きいため資本負債構成も財務リスクの評価において重要だ。製品のライフサイ

クルが短く、技術変化が早いことを踏まえつつ、ネット D／E レシオや自己資本比率を評価する。 

 

III．デジタル機器業界の格付 

 

重要度 指標 重要度

製品分野、競争力 ◎ 収益力 営業利益率 ◎

市場シェア ◎ EBITDAﾏｰｼﾞﾝ ◎

技術力・開発力 ◎ 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 ◎

純有利子負債営業CF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

個別企業リスク 財務リスク

産業リスク　比較的大きい
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＊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。 

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。 


