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印刷会社は紙媒体への印刷により培った情報処理、加工、精密塗布などの技術を生かし、幅広い分野

で事業を展開している。この格付方法の評価対象になるのは、出版印刷（書籍、雑誌）、商業印刷（販促

物）、ビジネスフォーム（カード、通帳、帳票）、生活・産業資材（パッケージ、建装材、高機能材料）

といった分野を中核とする印刷会社である。印刷物に関連して手掛ける BPO（ビジネス・プロセス・ア

ウトソーシング）や SP（セールスプロモーション）といったサービス業態のビジネスや、印刷技術を活

用して展開しているエレクトロニクス分野なども印刷会社の事業領域として捉える。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

国内印刷・同関連業の市場規模は約 5 兆円。総人口の減少やデジタル化の進展に伴い、各種印刷物の

需要は縮小が続いている。この動きは構造的であり、中長期的にみて国内市場が拡大に転じることは考

えにくい。 

地場産業の側面が強く、数多くの印刷業者が存在している。技術による差別化が難しい製品が多い。

顧客はコストを意識し印刷業者を選別しており、新規の受注を獲得するための競争は比較的厳しい。い

ったん受注を確保し、顧客と密接な取引関係を構築すると、多様な情報を適切に管理する必要があるこ

とから、取引の継続性は比較的高くなりやすい。 

受注産業であり、完成した印刷物は顧客が引き取るため、在庫リスクは比較的小さい。まとまった規

模の製造拠点を建設する場合には、比較的多額の設備投資が必要になる。もっとも、大きな技術革新が

ないうえ、製造設備が陳腐化するリスクが小さいことから、比較的長期間での投資回収を許容できるケ

ースもある。 

印刷産業の周辺分野を概観すると、顧客企業のバックオフィスなど業務の一部を請け負う BPO、顧客

の販売促進活動に関わるサービス・商材を提供する SP の市場規模はそれぞれ 2 兆円前後。BPO は成長

している一方、SP の市場は頭打ちだ。市場の変動性は SP がやや大きい。労働集約的で投資負担が軽い

ため、参入障壁は低く競争は比較的厳しいが、取引関係を構築できれば継続して受注を確保しやすい。

半導体用フォトマスクなど、印刷技術を活用したエレクトロニクス分野の商材は、市場の成長が見込め

る半面、製品のライフサイクルは短く需要のボラティリティーは比較的大きい。印刷会社が展開してい

るエレクトロニクス分野はプレーヤーが限られ、過度に厳しい競争環境に陥っていない。技術革新のペ
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ースは速いものの、既存の設備を活用できるケースが多く、投資リスクは抑制されている。 

こうした点を踏まえ、印刷業界の産業リスクは、全体としてみれば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 

経済産業省の工業統計調査によると、国内の印刷・同関連業の出荷額は約 5 兆円。印刷対象となる媒

体の多くは一般消費財であり、日々消費が行われ継続的な需要が生まれている。総じて景気変動の影響

を受けにくい。需要は構造的な減少局面にあり、好転は見込めない。パッケージ印刷など需要が底堅い

領域もあるが、総人口の減少とともにデジタル化の進展が多くの印刷分野で共通する需要縮小の要因に

なっている。 

周辺の SP や BPO などのサービスやエレクトロニクス分野を含むと、印刷関連全体の市場規模は 10

兆円を超える。もっとも、これらの分野を考慮しても市場の成長性は低い。市場の変動性はエレクトロ

ニクスなどの需要のボラティリティーを踏まえ、やや大きいとみている。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

地場産業の側面があり、出版印刷、商業印刷、ビジネスフォームを主体として参入業者は数多い。生

活・産業資材は特定の分野に絞って事業を展開する企業が多く、この場合は限られたプレーヤーの間で

の競争になる。生活・産業資材や一部のビジネスフォームを除き、技術による差別化は難しい。顧客は

コスト重視で印刷業者を選別する傾向が強い。受注の規模により、広域展開する大手企業と地場に根付

く中小で仕事をすみ分けている面はあるものの、新規の受注や顧客獲得のための競争は比較的厳しくな

りがちだ。 

周辺分野では、SP や BPO のサービス業態は参入障壁が低く、様々な業種のプレーヤーが存在し競争

環境はやや厳しい。印刷会社が展開しているエレクトロニクス分野は技術・生産面の水準が高く、参入

業者は限定されている。内製化のリスクはあるものの、過度に厳しい競争環境には陥っていない。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

多様な情報を適切に管理する必要があることから同じ印刷会社と取引を継続する動機が生まれやす

い。また、印刷物の企画や印刷する情報のやり取り、印刷物の仕上がりの確認など、印刷会社と顧客が

共同して制作する面が強い。顧客の継続性・安定性は比較的高いとみている。各周辺分野も顧客に応じ

たノウハウを必要とする領域が多く、一度顧客を獲得ができれば、継続的な取引が見込める場合が多い。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

まとまった規模の製造拠点を立ち上げる場合、印刷機はもちろんのこと、情報加工のためのシステム
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や製版・刷版に必要な設備、製本や加工など後工程を担う設備が必要になる。原紙やフィルム、包材、

インキ、印刷物の保管スペースも含め、投資額は比較的大きくなる。一方、設備の汎用性は高く、陳腐

化リスクも小さい。大きな技術革新はなく比較的長期間での投資回収が許容できるケースは少なくない。 

印刷物は特定の時期に発注が集中する傾向があり、週単位の短期でみた場合、設備の稼働率は大きく

上下する。印刷量のピークに合わせて生産能力を整えると、発注が減るタイミングでは稼働率が大幅に

低下する。特にそうした需要特性が色濃い出版印刷、商業印刷では、大手同士も含め各社間で仕事を融

通しあうことが業界慣行となっており、業界全体で投資リスクを抑制している。印刷物は受注生産であ

り、完成後は顧客に引き取られることから在庫リスクは比較的小さい。 

一般的にエレクトロニクス分野は、技術変化にあわせて 新設備を投入し、設備投資サイクルは短い。

ただ、印刷会社が展開している領域は印刷技術をベースに展開しており、既存設備を転用するなど投資

額を抑制する傾向が強い。投資回収リスクは高くないとみている。  

 

（5）保護・規制、公共性 

保護・規制、公共性の面で、信用力に重要な影響を及ぼす要素はない。  

 

（6）コスト構造 

印刷会社の製造原価の内訳をみると、材料費と外注加工費が多くを占め、労務費と減価償却費がそれ

に次ぐ。こうした収支構造を持つ背景には、出版印刷、商業印刷を主体に、外注先を活用して受注量を

平準化しながら印刷物を制作する業界構造がある。コストに占める変動費が比較的多く、売り上げの変

動に応じた支出の柔軟性は比較的高い。 

出版印刷、商業印刷は価格競争が厳しく、受注単価は低下傾向にある。需要に見合った効率的な生産

体制を整えても、付加価値を乗せて単価を引き上げることは難しく、収益性の改善には限界がある。一

方、印刷の周辺サービスとまとめて受注する場合、包括的にソリューションを提供することから付加価

値を高めやすく、案件ベースでは好採算を得ることもできる。 

ビジネスフォームや生活・産業資材は、多くの場合、自社工場で印刷加工を行う。出版印刷、商業印

刷と比較して外注加工費と労務費のウエートが入れ替わる格好だが、売上高に対して固定費が過度の負

担になるケースは少ない。新しい商材の開発と市場投入を通じて限界利益率を高めやすい面もある。 

 

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。 
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（1）展開領域と競争力 

幅広い印刷分野に展開してその周辺サービスも手掛ける企業から、特定の事業領域に集中する企業ま

で、印刷会社の事業領域は各社各様であり、事業ポートフォリオには多様性がある。こうした産業構造

の場合、収益源の数とそれぞれの太さが収益基盤の強さを左右する要素になる。数多くの分野に展開し

ていれば、特定領域での収益環境が悪化した場合でも、他の事業でカバーし、業績へのマイナス影響を

緩和できる可能性が高まる。出版印刷、商業印刷、ビジネスフォーム、生活・産業資材のいずれにも展

開しながら、BPO や SP などの周辺のサービス分野でも事業を展開できれば、高い評価ができる。もっ

とも、それぞれの事業領域・分野で競争力を有していなければ、分散を評価することはできない。展開

市場で高いシェアや充実した顧客基盤を確保している場合、その要因を分析し、地位や顧客を将来にわ

たり維持できるか確認する。一方、展開領域がニッチな特定分野に限られる場合、市場規模が収益基盤

の評価を制約する要因になる。ただ、需要の変動性が小さい領域だったり、高いシェアを確保していた

りすれば、一定の高評価が可能だ。 

事業領域だけでなく、海外にも収益基盤を築き、展開している地域の面でも分散していると判断でき

れば、プラスの評価につながる。海外で事業を展開していても、各地域での競争力が強くなければ、収

益基盤としては評価できない。  

 

（2）ソリューション提供力 

既存市場の環境変化への対応や、事業領域の拡充が収益基盤の維持・強化には不可欠であり、それを

支えるのがソリューション提供力だ。顧客の抱える課題を見つけて適切な提案をし、既存の商材に新し

い商材を組み合わせて付加価値の高い製品やサービスを提供することで、新たな顧客ニーズを喚起でき

れば、収益性の高いビジネスの獲得につながる。 

評価にあたっては、顧客の潜在的なニーズをくみ取り、提案できる営業体制を有しているかを確認す

る。顧客のビジネスへの知見が深く、密接な関係を構築できれば、提案力の強化に寄与する。新製品や

サービスの投入状況や開発体制も重要なチェックポイントだ。高い技術力や開発力を武器に顧客ニーズ

に対応できる商材を提供できれば、ソリューション提供力を高く評価できる。多様な領域で新しい製品

やサービスを開発できる体制を有していれば、様々な商材の組み合わせが可能になり、顧客の課題解決

につながるソリューションの幅も広がる。 

 

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。印刷業界では、事業特性から以下のような財務指標を重視している。 
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（1）収益力 

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

EBITDA マージンや売上高営業利益率は、製品・サービスの競争力やコスト構造の優劣、低採算・不

採算分野への対応の巧拙を定量面から裏付ける指標として重要だ。これらの水準が高ければ収支構造に

余裕があるとみることができ、事業環境悪化時の耐久力の強さも示す。また、資産効率を確認する指標

として EBITDA／総資産平均にも注目している。  

 

（2）規模・投資余力 

 EBITDA、自己資本 

展開領域を広げるには、設備投資に加え M&A（合併・買収）といった事業投資も重要な選択肢であ

り、機動的な投資を実行する上で十分な投資余力が求められる。運転資金の変動などの影響を除いた企

業の基礎的なキャッシュフローの規模を表す EBITDA を重視している。 

自己資本は、多額の損失計上や大型の事業投資の実施によりバランスシートにストレスがかかる際、

リスクバッファーとしての役割を果たす。自己資本の多寡は外部からの資金調達余力の強弱にもつなが

る。印刷会社が手掛けるビジネスは事業特性上、通常は大きな損失が発生しにくい。一定の収益基盤を

構築できていれば、内部留保の蓄積が進みやすい。そうした特徴も踏まえたうえで評価している。 

 

（3）債務償還年数 

 純有利子負債 EBITDA 倍率 

通常の印刷ビジネスでは、設備は陳腐化しづらく、短期での投資回収が求められることは少ない。印

刷会社が展開しているエレクトロニクス事業も、既存設備の転用で対応することが多く、短期間に多額

の資金需要が発生することはそれほどない。 

もっとも、M&A などの大規模な事業投資を実施するケースが増えている。投資回収の状況や債務と

キャッシュフローとのバランスをはかり、債務負担が大幅に増していないか確認することは重要だ。純

有利子負債を分子、期ごとの変動が少なく企業間の比較もしやすい EBITDA を分母にした指標を中心

に、債務償還年数を評価している。 

 

（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）、自己資本比率 

ネット D／E レシオや自己資本比率からは、レバレッジの許容度や財務の健全性を読みとれる。厳し

い環境でも収益基盤の維持・強化に必要な投資を問題なくこなしたり、多額の M&A にも耐えたりする

だけの財務基盤があるか確認する。 
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エレクトロニクス分野は一般的な印刷事業よりも収益の変動リスクは大きいが、印刷会社が投下して

いる資本はそれほど大きくない場合が多く、資本が極端に毀損する可能性は小さい。エレクトロニクス

分野に展開していても、高い水準の資本負債構成は求めていない。 

 

III．印刷業界の格付 

 

 
＊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
展開領域と競争力 ◎ 収益力 EBITDAマージン ◎

ソリューション提供力 ○ EBITDA/総資産平均 ○

売上高営業利益率 ○

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 ◎

自己資本比率 ○

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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