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この格付方法は、事務機を開発・製造・販売する企業に適用する。印刷原理の異なるレーザープリン

ター（LP）とインクジェットプリンター（IJP）が代表製品だ。顧客セグメントを軸にすると、市場は

オフィス、コンシューマー、商用、産業に細分化できる。 

事務機メーカーの大きな特徴は、機器を販売した後、機器の使用に伴うインクやトナーなどの消耗品

（サプライ）の交換、メンテナンスフィーで安定的に利益を稼ぐビジネスモデルにある。製造に大量の

半導体や電子部品を必要とするデジタル機器ではあるが、機器本体の売り切りで稼ぐ構造ではないこと

や、競争環境の差異などを背景とする産業リスクの違いを踏まえて、格付方法は別に作成している。 

事務機以外の事業にも手を広げ、多様な事業ポートフォリオを構築している事務機メーカーは多い。

その場合、事務機事業をこの格付方法で評価したうえで、そのほかの事業の評価も総合して格付を決め

る。事務機以外の事業の重要性がかなり大きい場合は、当該事業に適した別の格付方法も主要な格付方

法として用いて評価し、事務機事業の評価と総合して格付を決める。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

事務機はデジタル機器の一種であり、デジタル機器の産業リスクは比較的大きい。ただし、事務機の

場合、機器販売の積み上げをベースとする需要の安定したサプライの存在や、参入障壁や顧客の継続性

が比較的高いなど、他のデジタル機器に比べリスクが緩和されている面がある。このため、事務機の産

業リスクは全産業中、中程度と評価している。産業リスクは具体的に以下のような視点で評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

事務機市場の規模は 20 兆円程度といわれている。オフィス向けが も大きく、コンシューマー、商

用、産業と続く。ペーパーレス化の進展や在宅勤務・在宅学習の広がりで、オフィス向けの市場は縮小

傾向が続いている。SOHO や家庭で使われるコンシューマー向けは比較的堅調であるものの、全体の需

要は緩やかに減少している。 

耐久消費財である機器の販売は景気動向に左右され変動しやすい一方、消耗品であるサプライやメン

テナンスは継続的な需要が見込め、機器の販売に比べて需要の安定性は高く、全体でみれば市場のボラ

ティリティーは比較的小さい。 

事務機 
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（2）業界構造（競争状況） 

事務機の製造には、精密、光学、化学、機械に関する技術に加え、それらのすり合わせというアナロ

グ的な要素の強い技術も求められる。特にオフィス向けの場合、グローバルな販売・サービス網の構築

が必要なことも新規参入のハードルを高めている。コモディティー化している他のデジタル機器と異な

り新興メーカーが参入する余地は小さく、日本企業を中心とする業界秩序が崩れる懸念は小さい。 

事務機メーカーはサプライやメンテナンスで稼ぐ。機器の採算が割れても、拡販し設置台数を積み増

せば、好採算のサプライ収益が増大し、全体として利益を伸ばせる。こうした特性から、機器の販売競

争は比較的厳しい。市場が縮小に転じる中で、収益性の維持を目的に消耗戦を避け、別の活路を見出そ

うという傾向が強まっている。競争が一段と激化するリスクは小さい。 

サプライは通常、機器を販売したメーカーが提供する純正品を使用する。非純正品を使用した場合の

品質は保証されていないうえ、不具合が生じてもメーカー補償の対象外となる。新興国ではランニング

コストの低さを 重視する顧客が多い。サードパーティーが提供する非純正の安価なトナーやインクカ

ートリッジが数多く出回っており、純正品との競合が生じている。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

オフィス向けの事務機はリースで調達することが多い。リース契約は通常 3～5 年で、契約期間が終

了しても使い勝手や契約変更の煩雑さから同じ取引先と再契約する傾向がある。事務機メーカーが提供

する IT サービスやソリューションを業務の生産性向上に活用するケースがしばしばある。いったん導

入したシステムを短期間に変えるのは難しく、顧客の継続性を高める要因になる。 

コンシューマー向けの事務機は、シンプルな箱売りのビジネスモデルが主体で、他社製品に乗り換え

可能である。顧客の継続性や安定性はオフィス向けの事務機よりやや低い。 

商用印刷、産業印刷は、チラシやパンフレット、ポスター、ラベルの印字やテキスタイルの加飾など、

製作物が販促ツールや製品として顧客の事業活動にそのまま使われる。顧客ごとに求める機器の性能は

異なる。多様な要求を実現するため、綿密な交渉を重ねて仕様を確定し、受注につなげる。カスタマイ

ズの工程を伴うことから、乗り換えコストは高くなりやすい。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

事務機の製造は組み立て加工の工程が主体である。新しい製造拠点を立ち上げる際には比較的大きな

投資が必要となるが、その頻度は多くない。サプライの安定した収益貢献を踏まえると、投資回収の確

実性は比較的高い。コンシューマー向けの場合、需要が集中する年末に向け在庫を積み上げるため、在

庫管理には一定の注意を要するものの、設備・在庫投資サイクルの面でのリスクは総じて比較的小さい。  
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（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 

品質・性能やコスト競争力の維持・向上には弛まぬ研究開発が必要だ。自前の販売網や代理店網を構

築すると多数の販売人員を抱える。量販店など流通業者との良好な取引関係を支えるのは人的資源によ

るフォローや販売手数料といったインセンティブだ。これに償却費と管理費を加えたものが事務機メー

カーの固定費を形成する。収益基盤の維持・強化に欠かせない費用で、通常、大幅な圧縮は難しい。 

機器本体は事務機にかかる研究開発費や製造費、販売費の多くを負担する。コストダウンを進めてい

るものの、価格競争が厳しく限界利益率は低位にとどまる。サプライも値下げ圧力は強いが、固定費・

変動費ともに負担が軽く、高い収益性を安定して確保しやすい。事業環境が厳しくなる局面では機器を

主体に収益の悪化を余儀なくされるものの、サプライを支えに底堅く利益を稼ぎやすい。 

 

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）市場シェア 

利益の源泉であるサプライ収益の厚みを把握するには、過去に販売し稼働中の機器の台数とその構成

を確認する必要があるが、正確な数字を捉えるのは難しい。稼働状況を簡便的に推測できる指標として、

市場シェアの水準と動きに着目する。市場シェアはこれまでの研究開発や営業活動が販売実績に結実し

たかどうかを反映する指標でもあり、収益基盤の現状を確認するに際し総合的な検証材料になる。対象

とする顧客に応じ事務機の市場は分かれている。評価に際しては、主な展開領域のシェアだけでなく、

その市場規模も確認する。  

 

（2）販売力・サービス力 

オフィス向けや商用印刷、産業印刷の市場では、顧客のニーズを探り出しそれに見合った提案ができ

る販売力の強さや、ソリューションも含めたサービス提供体制の充実度が、将来の設置台数を左右する

大きな要因になる。コンシューマー向けの場合は、量販店、電子商取引業者などを含む有力な流通業者

と安定した取引関係を構築できていることが望ましい。 
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（3）研究開発力 

顧客のニーズに応える製品を継続的に市場に投入し続けることで、初めて販売力・サービス力を有効

に活用し市場シェアを維持・向上できる。販売力・サービス力と研究開発力の両輪が上手に連動しない

と、設置台数を積み上げ、サプライ収益を拡大させることは難しくなる。また、要素技術の応用や組み

合わせにより収益基盤を拡充していくためにも研究開発力の強さは不可欠だ。 

 

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

価する。事務機業界では、事業特性を踏まえ以下のような財務指標を重視する。リースなどの販売金融

事業を自社で手掛ける場合、金融事業と製造・販売事業を分けて分析し、総合して評価する。 

 

（1）収益力 

売上高営業利益率、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  

収益力を示す指標では、売上高営業利益率を も重視する。収益基盤の強さを直接反映する定量指標

であるうえ、収益力が高ければ事業環境の悪化局面における抵抗力が強いといえ、製品競争力を強化す

るための開発費や販売促進費の継続投入も可能となるためだ。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

収益基盤の維持・強化には、設備投資に加えて、事業領域の拡充に必要な経営資源を素早く獲得する

ために M&A（合併・買収）を適宜活用することが必須になっている。投資余力が大きければ、バラン

スシートに負担をかけずにこなせる投資の幅が広がり、収益機会が増える。市場シェアを含めた事業リ

スクの強さを定量面で総合的に表す指標ともいえる。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

純有利子負債を分子に、期ごとの変動が少なく企業間の比較がしやすい EBITDA を分母にした純有

利子負債 EBITDA 倍率を重視する。事務機のモデルチェンジのサイクルはおおむね 3 年程度である。

有利子負債を増やさずに収益基盤を維持するにはこの期間で投資を回収する必要がある。 
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（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 

収益基盤に課題がある場合、事業環境の悪化局面で収支が厳しくなる可能性が高い。財務面で一定の

耐久力がないと損失の吸収が難しくなる。信用力が高くても、大型の事業投資で資産が大きく膨らみ、

通常の事務機事業とは異なるリスクをバランスシートに抱える企業も多いだけに、財務面での万全な備

えは高評価の前提になる。評価に際してはネット D／E レシオと自己資本比率を重視する。 

 

III．事務機業界の格付 

 
 

 

 

＊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

市場シェア ◎ 収益力 売上高営業利益率 ◎

販売力・サービス力 ◎ ROA 〇

研究開発力 〇 EBITDA/総資産平均 〇

規模・投資余力 EBITDA ◎

自己資本 〇

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 〇

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

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
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