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総合商社は日本特有の業態である。特定分野の商品を扱う専門商社は海外にも存在するが、「ミサイ

ルからラーメンまで」と言われるように多種多様なモノ・サービスを取り扱い、グローバルな輸出入や

国内取引に加え、三国間取引なども手掛ける業態は例をみない。果たしている機能も、商取引機能にと

どまらず、情報・調査機能、金融機能、オーガナイザー機能、マーケティング機能、事業開発・経営（事

業投資）機能、物流機能など幅広い。これらの機能を有機的に結び付け収益を追求している。経済環境

に応じてビジネスモデルを柔軟に組み替え収益機会を確保する一方で、抱えるリスクは多岐にわたり、

リスク管理が重要な業態である。この格付方法は、このような日本の総合商社を対象としている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

総合商社の基本的な機能は、グローバルな需給格差や情報格差を生かした「モノ」や「サービス」の

売買である貿易仲介や、物資販売に伴う手数料を得ることを目的とした商取引である。伝統的なビジネ

ス（トレーディング）の拡大は難しくなっており、自ら事業に参画する事業投資のウエートを高めてき

た。一般的に、トレーディングはリスクが低く、事業投資はリスクが高い。 

事業領域は、市況の影響を受けやすい資源関連から、比較的安定した需要を抱える生活関連産業まで

非常に多岐にわたる。事業ポートフォリオの分散に加え、機能、地域の分散を考慮すると、総合化によ

るリスク低減効果が相応に働いているといえる。手掛ける事業が幅広いが故に、各事業の状況を組織的

にモニタリングし、変化に応じてリスク管理態勢を整備・充実させることが利益の安定的・継続的な成

長には欠かせない。各社ともリスク量を適切にコントロールするべくリスク管理を高度化させ、投資の

意思決定過程における内部統制を強化している。これらを総合的に勘案し、総合商社の産業リスクは中

程度とみている。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

 総合商社は、商取引機能をはじめ、事業投資機能、金融機能、オーガナイザー機能など、幅広い機能

を営んでいる。事業領域は極めて幅広い分野に携わり、各事業領域においても、商取引、事業投資を通

じ、川上から川下までバリューチェーンを構築している。活動地域も世界全域である。事業投資などを

通じ、成長力のある新興国を含めてグローバルに事業拡大を進めており、中長期的にみて比較的成長性
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が高い産業と評価している。 

 事業領域は資源や化学品など市況や景気動向に収益が左右されやすいものがある一方、食品・食料な

どの生活関連産業のように比較的安定した需要を抱えるものまで非常に多岐にわたる。需要や価格の振

れは取り扱う分野により差が生じるが、総じてみれば変動は比較的大きいといえよう。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

総合商社の手掛ける事業は多岐にわたり、複数の業界にまたがる。資源分野では権益の取得に多額の

資金を要するうえ、開発技術やファイナンスのノウハウなどが必要で、投資を実行できるプレーヤーは

限られる。資源権益にも限りがあり、案件獲得競争は比較的激しい。総合商社の権益持分はマイノリテ

ィーにとどまるケースが多く、その地位は高いとはいえない。非資源分野では、それぞれの事業を本業

とする専業事業者と競合することが多い。大手商社は国内市場で歴史的に優良な商権を確保しているこ

とが強みではあるが、商流の各段階で経営資源を当該事業に集中している専業事業者との競争に勝つの

は容易ではない。総じて、総合商社の競争状況は比較的厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

商社の立場がバリューチェーンの川上に位置付けられ、調達段階から販売先が決まっているような場

合、価格・数量ともに中期的な契約があり、取引関係は安定している。川中、川下になると、競合先は

増加し、顧客の継続性・安定性も低下することになる。もっとも、川上から川下まで、各分野でバリュ

ーチェーンを構築し、取引先と緊密な関係にあるような場合、継続性・安定性は高くなる。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

資源権益投資は多額の資金を比較的長期で回収していくビジネスモデルである。もっとも、販売先と

長期にわたる契約を結んでいるなど一定のキャッシュインが確保されていることも多い。既存案件の拡

張の場合は、開発リスクにさらされず、安定した生産の見込みが立つ。オペレーションにも実績がある

ことから、投資回収リスクは低い。新規案件は開発リスクがあるとともに、投資のタイミングによって

投資回収リスクが異なる。一方、非資源分野の投資においては資源分野に比べ短期での回収を目指して

いることが多い。事業投資先の生産設備をはじめバリューチェーン構築のための投資を子会社や持分法

関連適用会社の利益などを通じて回収するため、一般的な設備投資と比較すると、回収可能性は劣る。  

 

（5）保護・規制、公共性 

貿易保険制度は事業リスクを一定程度緩和するものであるが、各社ともそれを見込んで事業に取り組

んでいることから、格付評価上は中立といえよう。  
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2．個別企業リスクの見方 

総合商社の手掛ける事業は多岐にわたる。各事業に分けて個別企業リスクを把握し、キャッシュフロ

ーや EBITDA、資産の規模などを参考にウエートを考慮して、総合的に評価する。 

 

（1）営業基盤 

営業基盤は将来の収益の源泉である。各事業分野において、原料・資材の調達といった川上から製造、

卸売、そして販売といった川下にわたり、商流の各所で取引、事業投資を展開している。個々の商取引、

事業投資が、原材料、燃料、商品の調達、付加価値の創造、顧客への財・サービスの提供に資するだけ

でなく、これらを有機的に結びつけ、いわゆるバリューチェーンを形成することが、キャッシュフロー

の拡大に欠かせない。加えて、各社の沿革、これまでの投資実績、経験、歴史的経緯から生ずる案件獲

得能力が各社の商権・営業基盤の基礎となっている。  

 

（2）事業ポートフォリオ 

 総合商社はハイリスク・ハイリターンからローリスク・ローリターンまで数多くの事業を展開し、事

業リスクの分散を図っていることが強みとなっている。主な事業として 1）トレーディング業務と 2）

事業投資がある。1）トレーディング業務は取引高に対する口銭ビジネスで、売買契約に基づき価格変

動はヘッジされているケースが多い。利益の変動は比較的小さい半面、利益率は低い。2）事業投資は

開発リスクを抱える資源分野の投資から出資を通じた事業参画まで含まれる。需給変動や市況の動向、

パートナーやバリューチェーンの状況によって利益の変動は異なり、投資時期などにより利益率も異な

る。総じてみれば事業投資はトレーディング業務に比べリスクは大きくリターンも大きい。景気サイク

ルや市況変動を吸収し安定した利益・キャッシュフローを確保するためには、収益の柱となる事業を複

数持ち、収益源を分散させることが欠かせない。 

 国内の商権に基づく営業基盤をベースに、資源権益など事業投資や三国間貿易の拡大などにより、海

外の資産・利益が増加している。自国に加えて、複数の地域・国での分散を図ることが、安定的な成長

には重要といえる。 

 

（3）リスク管理態勢 

総合商社は、事業環境変化に合わせて柔軟にビジネスモデルを変化させ、新規投融資や資産の入れ替

えにより絶えず事業ポートフォリオを変化させている。抱えるリスクを網羅的かつ正確に把握し、リス

クアセットを十分にカバーできるだけのリスクバッファーを備えると同時に、潜在的なリスク量をコン

トロールするリスク管理態勢の充実が経営の安定化には欠かせない。 
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II．財務リスクの評価 

総合商社はリスク特性の異なるトレーディングと事業投資を展開し、これらを同一のバランスシート

でコントロールしている。金融業的な性格を併せ持ち、一般的な事業会社に比較するとレバレッジを効

かせ、総資産が大きくなる傾向がある。財務リスク評価は全社一体としての分析が中心となる。資金が

連結ベースで一体管理され、また、財務戦略も連結ベースで実行されているためだ。各事業の収益力を

考慮しつつ、全社的な収益力、投資余力、債務償還年数、財務構成を評価している。 

 

（1）収益力 

基礎収益及び EBITDA ベース（利子・税金支払い前、償却前利益）の ROA（総資産利益率） 

総合商社は事業投資をはじめバランスシートを使うビジネスが多い。そのため、収益力の比較におい

ては総資産に対する収益性を重視している。ただし、事業ポートフォリオにより各社が全体として目指

す ROA の水準は異なってくる。全社ベースに加え、セグメント別の ROA を検討し、事業ごとの資産

効率を確認している。EBITDA だけでなく、基礎収益（事業投資の一部を構成する持分法による投資損

益などを加味し、資産売却による実現損益などを除いた総合商社の事業活動の本源的な収益）ベースの

ROA も評価する。  

 

（2）規模・投資余力 

基礎収益、EBITDA、当期純利益、自己資本 

 総合商社は、事業環境に合わせて柔軟にビジネスモデルを変化させ、新規投融資や資産の入れ替えを

絶えず行っている。営業基盤を安定的に拡充する能力として EBITDA などのキャッシュフローの水準

は重要である。各投資案件の大きさは様々だが、A ゾーンでは数百億円規模の大型プロジェクトへの投

資を複数賄える投資余力が必要である。AA ゾーンでは数千億円程度の大型投資やプロジェクトでも耐

えうる十分な投資余力が必要である。 

基礎収益は総合商社の基本的な収益力を測るうえで有用である。また、当期純利益は事業の出口戦略

によって発生する資産処分損まで反映した利益であり、事業投資に比重を置いた総合商社ではこちらも

重視する。 

自己資本の絶対額も重視している。収益基盤の強化・拡充を目指して絶えず投資をしており、リスク

アセットの水準は増加しがちである。これに対するリスクバッファーとなるのが自己資本であり、その

厚みは評価上、重要な要素である。 

 規模・投資余力の評価に際しては、リスク選好度、リスクテーク方針、事業ポートフォリオの状況を

勘案する。例えば、企業規模が小さい会社をみるとトレーディング中心のビジネスモデルや資源分野の
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割合が低いこともある。大規模な投資の実行を想定していない場合は規模・投資余力の水準を満たさな

くとも格付を制約する要因にはならない。もっとも、その場合は利益や収益の安定性はより高い水準が

求められる。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

キャッシュフロー創出力と債務とのバランスを確認する。総合商社の有利子負債は、1）トレーディ

ングに必要な運転資本見合いの部分と 2）事業投資（投融資、固定資産直接保有など）見合いの部分か

ら構成されている。その返済は、1）については、営業循環の中で行なわれており、流動比率の水準な

どからみて、大きな問題が生じる可能性は低い。2）の場合も、資産入れ替えに伴う事業売却資金など

投資キャッシュフローの中で賄われる部分が少なくない。こうした資金構造の特徴を踏まえ、純有利子

負債 EBITDA 倍率を確認する。 

 

（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）、リスク耐久力、自己資本比率 

 ネット D／E レシオは各社が財務規律として掲げており、積極的に投融資を実施する時期でも、各社

が財務規律として掲げた水準にコントロールできているか確認している。近年はキャッシュフローを意

識した経営方針が浸透しつつあり、財務構成が悪化する蓋然性は低下している。総合商社では実質営業

キャッシュフロー（運転資本の増減を除いた営業キャッシュフロー）をコントロールし、会計上の利益

だけでなく、全社あるいはセグメントベースでみたキャッシュフローの創出力で事業計画を策定してい

る。キャッシュフロー経営が定着すれば、過去のような成長を優先して資産・負債が急拡大するような

状況にはならないとみている。 

 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。信用・保証リス

ク、市場リスク、事業投資リスクなど抱えるリスクを自己資本と将来の利益からの内部留保蓄積でどの

程度カバーできるかをみる。 

 各社は測定したリスクアセット（RA）とリスクバッファー（RB）とのバランス（RA／RB）を財

務規律として用いており、個社それぞれの状況も参考にする。日本の与信慣行からも自己資本比率は無

視できない。 

 

（5）資金調達構造 

総合商社のビジネスにおいて金融機能は も重要な機能の１つである。多額の資産を必要とするビジ

ネスで資金調達の規模が大きいため、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
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化すると、調達コストや資金量に影響する。円滑に資金を調達できない状態に陥ると、営業基盤を毀損

しかねない。 

評価にあたっては、取引金融機関との関係や分散状況、外貨を含む資金調達力、資金繰りの安定性や

金融環境におけるストレス発生下の対応力など、流動性管理の状況を重視する。資金繰りの安定性を測

る指標として流動比率なども確認する。 

 

III．総合商社業界の格付 

 
 

＊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。 

 本格付方法の見直しを行った結果、2018 年 6 月 4 日付の内容から変更はありません。 

重要度 指標 重要度

営業基盤 ◎ 収益力 ROA（基礎収益ベース） ○
事業ポートフォリオ ◎ ROA (EBITDAベース) ○

リスク管理態勢 ◎ 規模・投資余力 基礎収益 ◎

EBITDA ◎

当期純利益 ◎
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 ◎
リスク耐久力 ◎

自己資本比率 ○

資金調達構造 ◎

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

産業リスク　中程度

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク


