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この格付方法は乗用車やトラック、二輪車など輸送用機器のタイヤを供給する企業を対象にしている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

タイヤ市場は世界的な自動車需要の増加を背景に成長してきた。今後も世界経済の伸長に伴い拡大余

地がある。総需要の多くは市販用が占めており、生産・販売は自動車の新車台数よりも保有台数に影響

される。このため、市場のボラティリティーは自動車や一般的な自動車部品と比べると小さい。 

タイヤは自動車において唯一地面に接する部品である。製品の品質が自動車全体の運動性能や燃費に

与える影響は少なくない。大きな技術革新が生じる可能性は低いものの、原材料の配合から成型まで高

度な技術力が要求される。完成車メーカーの海外展開に応じた供給体制の構築や市販用タイヤの販売体

制の拡充を進めていけるだけの投資余力も必要だ。 

市場は高機能品と汎用品に二極化しており、近年は新興国メーカーの価格攻勢が強まっている。ただ、

高機能品ではグローバルメーカーが技術優位性を保っている。これらを踏まえ、タイヤ業界の産業リス

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 

タイヤの市場規模はグローバルで 1600 億ドルを超え、比較的大きい。建設機械や鉱山車両、航空機

などのタイヤを含めればさらに市場規模は大きくなる。 

タイヤ市場はこれまで先進国を中心に拡大し、近年は中国やインド、東南アジアなどでも需要が増加

している。新興国ではローエンドからミドルエンド品の割合が大きく、金額ベースでみた需要成長はこ

れまでよりも緩やかになる可能性がある。ただ、グローバルで見れば世界経済の伸長に伴い一定の拡大

が見込めるだろう。 

乗用車用タイヤの総需要のうち 7 割程度、トラック用タイヤの総需要のうち 8 割程度を市販用が占め

る。乗用車やトラックの新車需要は個人消費や設備投資を通じて景気動向に左右されるものの、市販用

は新車用に比べて需要変動が小さい。 

将来的に内燃機関を持たない電気自動車が普及するとしてもタイヤは必要であり、需要が減少すると

は考えにくい。自動運転やコネクテッドといった業界の構造変化により新たな需要や付加価値が増加し、
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タイヤの周辺領域を含め市場規模拡大に貢献するとみられる。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

金額ベースでみると上位 5 社で市場シェアの約半分を握る。タイヤ市場は高機能品と汎用品で二極化

している。タイヤは自動車において唯一地面に接する部品だ。燃費・環境規制への対応をはじめ、自動

車の運動性能やデザイン性などに大きな影響を及ぼすため、製品開発のほか、各生産工程において高い

技術が求められる。 

世界的に SUV（多目的スポーツ車）やピックアップトラックなど大型車への需要シフトが進み、大口

径タイヤの需要が増えている。燃費改善の観点から軽量化や転がり抵抗の低減といった特性も重要だ。

これら高機能品では技術力で勝るグローバルメーカーに一日の長がある。 

汎用品では価格競争力が重視されるため、廉価なゴム材料を用いた韓国や中国、台湾などアジアメー

カーの台頭が目立ち、市場シェアを高めてきている。ボリュームゾーンの競争環境はグローバルで激し

くなっている。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

安全性をはじめタイヤに求められる役割は多く、先進国の完成車メーカーが新車用で採用するタイヤ

は技術力の高い上位メーカーの製品である場合がほとんどだ。建設機械や鉱山車両、航空機向けの特殊

タイヤは手掛けられるメーカーがさらに限定され、性能や信頼性、アフターサービスなどがより重視さ

れる傾向にある。 

市販用タイヤは消費者が直接購入するため、メーカーの広告宣伝活動に加え、販売店の推薦やサービ

スが顧客の継続性に大きく影響する。高機能品は耐久性や運動性能、購買経験に基づく信頼性などから、

一定のブランドロイヤルティーが存在する。高級品になればなるほど、新車装着品と同一メーカーのタ

イヤを選好する傾向がある。一方、汎用品では性能よりも価格が重視されるため、安価なタイヤへ乗り

換える可能性が高い。トラックなど生産財用タイヤについても同様だ。汎用品ほど顧客の継続性や安定

性は低くなる。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

タイヤの生産は設備集約型であり、原材料の配合や加硫による成型加工などで大型の設備が必要とな

り、設備投資の金額は重くなりやすい。もっとも、車両のモデルチェンジがあっても、タイヤの開発・

生産工程は大きく変わらず、抜本的な技術革新の可能性も低い。製品ライフサイクルは比較的長く、生

産設備の実質的な稼働年数も長期にわたる。市販用タイヤの市場規模が大きいため、一般的な自動車部

品より在庫負担は重い。 
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（5）保護・規制、公共性 

自動車に対する補助金や減税はタイヤメーカーにとっても間接的な恩恵となる。温室効果ガスの排出

削減や大気汚染の抑制につながる燃費・排ガス規制は一段と厳しくなる見通しだ。各社は従来以上に軽

量化や高効率化などで性能を高めた製品開発を求められよう。 

 

（6）コスト構造 

タイヤの原材料の約半分は市況品である天然ゴムと合成ゴムだ。天然ゴムは大半が東南アジアで生産

されており、天災や季節的要因によって供給量が変動するなど地理的な集中リスクがある。合成ゴムは

原油由来のナフサに連動するため、天然ゴム同様に価格変動が生じやすい。 

新車用タイヤは完成車メーカーとの交渉で取引価格が決まる。ただ、主要なタイヤメーカーは原材料

価格の変動に応じて取引価格を決める契約を導入しており、期間的なずれは生じるものの価格転嫁が可

能だ。市販用タイヤは地域ごとの需給や競争環境に応じて出荷価格が設定される。高機能品は価格競争

力を持つ一方、汎用品は価格が重視されるため値上げを行いにくい。 

 

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）新車用タイヤの顧客基盤 

新車用タイヤの販売は乗用車やトラックなどの需要動向に大きく影響を受ける。このため、大手完成

車メーカーとの取引関係や販売実績の有無といった顧客基盤の強さが重要となる。 

新車に採用されることで製品の認知度が向上し、市販用タイヤの需要を獲得しやすくなる。とりわけ、

一定以上のグレードの乗用車を購入した消費者は、新車装着品と同一メーカーのタイヤを選好する傾向

にある。完成車メーカーとの共同開発などを通じて強固な取引関係を築き、世界戦略車や高級車などに

新車用タイヤを納入していれば、市販用のシェア確保にもつながる。複数の優良メーカーを顧客に抱え

て収益源の分散効果が大きい場合は、一部の顧客や車種の販売が不振でも影響を緩和できる。 

 

（2）市販用タイヤ・アフターサービスの収益 

市販用タイヤは新車用に比べて市場規模が大きく、新車販売の減少によるマイナス影響を受けにくい。

一般的に新車用タイヤよりも収益性が高く、利益の源泉となっている。市販用タイヤの収益を評価する

うえで、シェアや販売網の構築状況、各種サービスの展開状況などがポイントになる。 

市販用タイヤのシェアを維持・向上するには、消費者に広くブランドを認知させ、優先的に選好して
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もらう必要がある。直営の販売店に加え、販売代理店やカー用品店など有力な販売網を構築し、自社製

品を多く取り扱うよう働きかけることが重要だ。こうした販売店から商品の提案やメンテナンスのアド

バイスなどが提供できれば、消費者の選好度はより高まると考えられる。 

トラック用タイヤは車両稼働率の高さから消耗が激しいこともあり、表面を張り替えて再利用するリ

トレッドビジネスが普及している。汎用品ではアフターサービスも併せて収益性を確保することが重要

となる。また、鉱山車両用タイヤなど超大型品は、在庫管理が顧客の利便性に大きく影響する。大手タ

イヤメーカーを中心に、タイヤの空気圧や使用状況などをモニタリングし、適切なメンテナンスを提供

するサービスを差別化要素とする動きも出ている。 

 

（3）製品競争力・技術対応力 

新車用タイヤで顧客の値下げ要求を吸収し、市販用タイヤのシェアや収益性を向上させていくには、

製品の安全性・耐久性・燃費性能・運動性能・デザイン性などの面で技術要求に対応する必要がある。

付加価値が高い分野でトップクラスの市場シェアを持つか、収益性を維持できるコスト競争力があるか、

などが評価上のポイントになる。 

次世代技術への対応力も考慮する。電動車や自動運転車が普及してもタイヤの需要は減少せず、快適

性をはじめ新たなニーズが増えてくる可能性がある。次世代技術に対応できれば将来に収益獲得の機会

が広がる。 

 

（4）供給体制 

大手完成車メーカーはグローバルに供給体制を築いており、世界戦略車向けのタイヤを受注するには、

各地域で効率的かつ安定的な供給が求められる。貿易摩擦や為替変動のリスク低減、物流費の削減、新

興国では労務費の圧縮や部材調達費の低減などにつながるためだ。 

グローバルにタイヤの供給体制を構築しているか、展開している地域で十分な利益を創出できている

かなどが評価上のポイントになる。拠点が過度に多かったり、不採算の地域があったりして収益性を圧

迫するようだと評価が制約される。 

 

（5）用途分散 

建設機械や鉱山車両、農業機械、航空機、産業機械など非自動車向けタイヤのほか、ゴム技術に関連

した多角化事業などから収益貢献があれば、収益基盤・収益力の安定につながる。 

建設機械や鉱山車両、産業機械などに使用される大型・超大型タイヤは手掛けられるメーカーが限ら

れる。成型難易度が上がり、単価や収益性は通常の乗用車用タイヤよりも高くなるため、全体の収益を

牽引できる。ただ、乗用車用タイヤなどと比べて景気変動の影響を受けやすい。 
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ゴム製品の技術優位性を生かし、化工品や工業資材などの分野で一定の収益基盤を備えていれば、タ

イヤの需要変動リスクを軽減することができる。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの評価では、タイヤ業界を分析するうえで重要となる財務指標を定量的に分析するととも

に、財務運営方針や流動性リスクなども評価している。 

 

（1）収益力 

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

ージン、売上高営業利益率 

資産や売上高に対して利益・キャッシュフローを効率的に獲得できているかを評価する。資産効率を

みるため ROA に加え、減価償却負担の影響を除いた EBITDA／総資産平均を重視している。EBITDA

マージンや売上高営業利益率も確認している。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

タイヤの生産には原料の配合工程から成形工程、熱と圧力を加えて仕上げる加硫工程、品質検査まで

用途に応じた設備が必要となる。販売チャネルを含めた供給体制の構築、将来への戦略投資などを実行

するにあたり、一定の規模・投資余力が不可欠である。 

競争力の維持・向上には、好不況に左右されずに開発や生産の投資を実施する必要がある。業界構造

の変化に対応するためには、先進技術開発への投資を増やしていくことも重要だ。こうした投資余力を

みるために、EBITDA の規模を重視している。損失を吸収する財務耐久力として自己資本の厚みも確認

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（キャッシュフロー）倍率、 

（純有利子負債－運転資本）FFO（運転資本増減控除後営業キャッシュフロー）倍率 

純有利子負債とキャッシュフローとのバランスは、投資回収型の製造業で債務償還能力をみるうえで

重要だ。純有利子負債 EBITDA 倍率を重視しており、純有利子負債営業 CF 倍率も確認している。な

お、タイヤは一般的な自動車部品よりも製品のライフサイクルが長く、生産設備も長期にわたり使用可

能であるため、投下資本の回収年数を比較的長く許容できる。 

市販用タイヤの市場規模が全体需要の多くを占めることから、タイヤメーカーはグローバルで在庫を
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抱える必要があり、運転資本負担は比較的大きい。このため、運転資本の影響を除いた（純有利子負債

－運転資本）FFO 倍率も重視する。 

 

（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） 

不況時にも金融機関から円滑に資金調達を行うには、一定の資本負債構成を保つことが重要だ。損益

悪化や資産減損などへのリスクバッファーという観点もある。自己資本比率を重視しており、純有利子

負債と自己資本のバランスであるネット D／E レシオも確認している。 

 

III．タイヤ業界の格付 

 

 

＊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
新車用タイヤの顧客基盤 ◎ 収益力 ROA ◎

市販用タイヤ・アフターサービスの収益 ◎ EBITDA/総資産平均 ◎

製品競争力・技術対応力 ◎ EBITDAマージン ○

供給体制 ◎ 売上高営業利益率 ○

用途分散 ○ 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 ○

(純有利子負債-運転資本)FFO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　中程度

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。 


