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化学会社とは、主として化学反応によって原料を中間素材や製品に加工する会社の総称で、多種多様

な化学会社の集合を化学産業と定義する。本格付方法は会社の規模や出発原料、製品の形状を問わず、

世界の化学産業に属する会社に適用する。もっとも、手掛ける事業やその構成によって、各社の収支・

財務構造は一様ではない。このため、各社の事業構成の違いを反映できるように財務リスク評価の目安

値にはある程度の幅を持たせている。 

なお、「医薬品」は化学産業にとって重要な事業分野の 1 つとなっており、本格付方法においても評

価要素の一部を構成している。ただ、設備・在庫投資サイクルや、保護・規制による影響などに特徴的

な性質があることから、医薬品の製造・販売を主力とする会社に適用する格付方法は別途定めている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

化学産業には、石油化学コンビナートの中核の担い手としてナフサ分解炉を保有し、エチレンなどの

基礎原料を生産する会社から、基礎原料・中間原料を外部から調達し様々な製品を製造・販売する会社

まで多様な企業が存在する。 

R&I では化学会社が手掛ける製品（以下、化学品）について、基礎原料、中間原料、合成樹脂・繊維

などの集合をまとめて「素材」、素材等を加工し、機能性や特殊性、付加価値等を高め、顧客のニーズ

に適応させた製品の集合をまとめて「機能品」、医薬品及び農薬（原体・中間体を含む）、種子及びバイ

オ関連製品などの集合をまとめて「ライフサイエンス」と定義している。化学品は上記 3 分野のいずれ

かに分類できると考えている。 

「素材」「機能品」「ライフサイエンス」の 3 分野全てを手掛ける会社もあれば、1 ないし 2 分野に特

化している会社もある。素材を中心とする会社でも上流の基礎原料を主力とする会社もあれば、下流の

樹脂・繊維を主力とする会社もある。事業構成が同じ化学会社は 2 つとして存在しない。 

グローバルでみた化学産業の市場規模は大きい。各製品・領域に細分化すると濃淡はあるものの、総

じて世界の経済発展や人口・所得の増加などに伴い堅調な市場成長が見込める。市場のボラティリティ

ーは比較的大きく、競争環境はやや厳しい一方、設備・在庫投資サイクルは全体として比較的長い。 

化学業界の産業リスクは 3 分野でそれぞれ異なるが、全体では中程度と評価している。 
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（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

グローバルでみた化学産業の市場規模は大きい。化学品の需要先は極めて広く、全体としてみれば特

定産業への偏りはない。言い換えれば需要は経済全体の活動に影響される。特に素材の市況は需給バラ

ンスの変化を反映し大きく変動する。機能品についても、導入期は比較的価格が安定しているものの、

普及期には市場が急拡大する半面、競争が激しくなり価格の下落傾向がみられる。ライフサイエンスは

景気変動に対する抵抗力が強いが、薬価改定など制度変更の影響を受ける点に留意が必要だ。化学産業

の市場のボラティリティーは全体として比較的大きい部類に入る。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

競争環境は全体としてやや厳しい。 

素材は特定の製品を除くと技術的なハードルは総じて低い。産油国で生産される原油随伴ガスや天然

ガス、石炭、シェールオイル・ガスなど安価原料を使用するプラントが立ち上がり競争状況は厳しい。 

機能品の中には市場規模が小さく、市場参加者が限られる製品が少なくない。ユーザーニーズに対応

した特殊機能を付加することで市場を細分化したり、取引先との関係を強化したりすることが競争優位

を支える要素となっている。このため素材でみられるような競争状況にはなりにくい。ただし、成長分

野では市場参入者が急増し、競争環境が厳しくなりがちだ。開発競争が熾烈であるという点で、競争は

ある程度激しい。 

ライフサイエンスは短期でみれば比較的安定した販売が見込めるものの、薬効がほぼ同じ既存薬との

競争は相応にある。効能が上回る新薬の開発や新規領域での新薬投入が重要となるが、新薬の承認のハ

ードルは高く長期の開発競争という点では厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

全体として顧客の継続性・安定性はやや低いと評価している。 

素材は一般的に汎用性が高く、明確な差別化を図ることは容易ではない。パイプラインを通じて中間

原料を誘導品会社に供給するようなケースを除くと、顧客の継続性は低い。 

機能品は加工度や付加価値の高い製品から、技術的な参入障壁が比較的低い製品まで幅広く、製品の

特殊性を高めていくことが顧客の継続性・安定性を向上させる重要な要素となる。ユーザーに対応した

特殊機能を付加するほど乗り換えは難しくなり、取引先との関係は強固になる。もっとも、技術転換や

プロセス革新により製品が使われなくなったり、他材料に代替されたりするリスクがある。顧客の合

併・買収などによって主要販売先を消失するリスクがある点にも留意が必要だ。 

ライフサイエンスでは既存品よりも明確に優れた要素や差別化点が見出せない限り、新薬が実質的に

も制度的にも市場に浸透することは考えにくい。一方で、特許満了後には後発薬との競争がある。医薬
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品では医療費抑制を目的に後発薬の普及が促され、特許満了後に製品の売上高を維持することは難しい。

農薬では後発薬も含めて価格競争による影響を無視できない。画期的な新薬を発売するケースを除き、

顧客の継続性・安定性は低い。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

全体として、設備・在庫投資サイクルは比較的長い。 

素材は出発原料や目的生産物などで設備の規模や仕様は異なるが、規模の経済性が働きやすく投資負

担は重くなりがちだ。設備の新増設だけでなく、維持・更新投資にも比較的多額の投資が必要となる。

ただ、製品の汎用性が高く、実耐用年数、経済的な耐用年数とも長いことから設備投資サイクルは比較

的長い。製品の陳腐化リスクは低いが、市況変動によっては在庫評価に影響を及ぼす可能性がある。 

機能品は一般的に1プラント当たりの経済的な生産規模は素材と比べて小さく、設備投資負担は軽い。

一方、製品の改良や新製品の開発など、継続的な研究開発費の投入が欠かせない。総じて短期間での投

資回収が必要だ。在庫の陳腐化リスクも大きい。 

ライフサイエンスは製造設備に多額の投資を必要とせず、有力製品を市場投入できれば、比較的長い

期間安定した収益が期待できる。ただし、事業の永続性を維持するためには、期間損益と関係なく一定

規模の研究開発投資が必要だ。新薬等の開発難易度は高まっており、投資回収の不確実性は高い。 

 

（5）保護・規制、公共性 

欧州連合（EU）は「REACH（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals；化学物質の登録･評価･認可及び制限に関する）規則」を定めている。EU 域内で活動する

生産者・輸入者は REACH 規則が求める責務を果たさなければ、化学品の製造、販売または使用ができ

ない。その他の国・地域においても、化学物質の規制に関する法律や規制の対象となる化学物質リスト

が整備されている。各社の対応力によって影響は様々だが、化学産業全体の経済活動を過度に制限した

り、保護したりする仕組みにはならない。 

医薬品の特許期間中における収益の安定性は評価できる。ただし、先進国を中心に医療費の抑制傾向

が強まっていることを踏まえると、中長期的にはマイナス要素の影響が強まっていく可能性が高い。農

薬は各国で原体（有効成分）や製剤の登録制度があり、登録申請時には様々な試験データが要求される。

申請から登録まで時間がかかるケースも少なくない。こうした制度は参入障壁にもなっている。ライフ

サイエンスは各国の行政・制度の影響を強く受ける性質があり、プラス・マイナス双方の要素がある。 

 

（6）コスト構造 

全体としてコスト構造の柔軟性は比較的低い。 
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素材は総じて製造設備にかかる固定費負担が重く、操業度が低下すると収益性が圧迫される。原材料

価格の変動によって収益性が大きく振れる製品が多い。 

機能品は一般的に減価償却費などの固定費負担は素材と比べて軽い。ただし、売上高の増減に関係な

く一定水準の研究開発費が必要で、これが固定的な費用となる。 

ライフサイエンスでは、研究開発費が 大の費用項目だ。目先の利益を確保するために研究開発費を

削減すると将来の競争力を喪失しかねないため容易に軽減できず、コスト構造の柔軟性は比較的低い。 

 

2．個別企業リスクの見方 

個別企業リスクの評価にあたっては、まず各社の手掛ける製品・事業を「素材」「機能品」「ライフサ

イエンス」の 3 分野に分類する。次に、下記（1）～（5）の観点から各分野の事業リスク評価を実施す

る。そして売上高、利益・キャッシュフローの貢献度、資産規模などから重要性を考慮し、会社全体と

しての事業ポートフォリオの分散効果も加味して、個別企業リスクを総合的に判断する。分散効果だけ

でなく、原料の調達から素材の生産、機能品の加工まで一貫して手掛けることで強みを発揮している場

合もプラス評価となる。 

上記 3 分野以外の事業については、競争力や収益の安定性に応じて評価に反映する。不採算事業の縮

小や撤退、低採算事業のテコ入れに対する経営判断や実行力、スピード感にも注目する。将来の事業ポ

ートフォリオの構築方針も重要な評価対象となる。 

 

（1）収益源の分散 

特定の製品・事業への依存度が高いと、事業環境の変化による影響を受けやすい。製品・事業によっ

て景気変動に対する抵抗力に差があるうえ、市況変動リスク、技術革新リスク、制度変更リスクなどリ

スクの所在が異なるため、収益源となる製品・事業を複数持つこと、全体を下支えするような製品・事

業を持つことが高い評価につながる。 

 

（2）主力製品の市場規模・市場地位 

売上高や利益・キャッシュフローへの貢献度が大きい製品を主力製品と呼ぶ。主力製品の市場規模は

利益・キャッシュフローの獲得機会の制約条件となるだけに重視している。対象市場における地位、シ

ェアについても確認し、将来動向を踏まえて評価に反映する。 

 

（3）コスト競争力（製造面・原料面） 

製造業として競合よりも安く安定して製品を生産できるかとともに、原料を安定的に調達できるかは

重要な要素だ。事業運営の安定性を生産面から評価する。 
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（4）営業基盤（顧客基盤・地域分散） 

特定の顧客や地域への依存度が高い場合、需給や市況変動、顧客の競争力の変化などの影響を受けや

すい。生産能力に見合う販売量を安定的に確保していけるかは、製造業を営むうえで重要な要素だ。事

業運営の安定性を販売面から評価する。 

 

（5）研究開発力 

化学品の需要は変化する。特に機能品は新陳代謝が活発で、新たな製品に対応・適合したモノを生み

出すだけでなく、将来必要とされるような製品を発明・発見できるかも重要となる。技術・ノウハウの

蓄積といった観点から、新規製品の開発能力や技術革新への対応力を評価する。 

 

II．財務リスクの評価 

「素材」「機能品」「ライフサイエンス」の事業構成は各社によって異なり、事業ポートフォリオによ

って収支・財務構造も様々だ。このため債務償還年数や財務構成、規模・投資余力などの指標の一部で

は目安値にある程度幅を持たせ、各社の事業構成を踏まえたうえで、適切に評価に反映していく。 

「素材」を手掛けず、「機能品」「ライフサイエンス」に特化した会社に対しては素材を中心とする会

社と比べて、債務償還年数や財務構成でより保守的な財務目安値を設定する一方、規模・投資余力の一

部では小さい数値も許容している。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。 

 

（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 

ROA の分子は事業利益として計算する。合弁事業などについては実質的な利益・キャッシュフロー

の貢献度を適切に評価に反映する。EBITDA についても同様だ。 

素材は需要や製品・原料価格の変動性が高く、収益の安定性に欠ける。機能品は比較的高い収益性が

期待できる半面、ライフサイクルが短い製品も少なくない。ライフサイエンスは比較的安定した収益が

見込めるものの、時間の経過とともに価格引下げ圧力が強まる。企業として収益力を高め、製品・原料

市況や需要の変動リスク、製品の入れ替えに伴うリスクに備えることが必要だ。市況変動の影響を抑制

し、安定的に利益を確保できる収益体質となっているかは、重要な視点となる。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

生産能力の拡大やグローバル展開の推進のほか、研究開発投資や国内外での事業・企業買収といった
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戦略投資を機動的に行うには、十分なキャッシュフローを恒常的に生み出す力（キャッシュフロー創出

力）が求められる。自己資本はリスクバッファーとして機能するため、資金調達力を測るうえでその水

準が重要となる。 

 

（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 

有利子負債の返済原資としてキャッシュフローを考える場合、EBITDA だけでなく、営業活動によっ

て実際に生み出された資金を示す営業キャッシュフローとの対比も重視している。 

 

（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） 

需要構造の変化に対応した事業再構築や予期しない収益悪化に備えて、財務基盤を強化し財務耐久力

を高めることが重要だ。自己資本の厚みに加えて、自己資本比率も重視する。 

非連続的な成長に向けた戦略投資等に備えるためにも、ネット D／E レシオを抑制し財務運営の自由

度を高めておくことが、信用力評価上、重要となる。 

 

III．化学業界の格付 

＊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。 

指標 重要度

素材 機能品 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ ROA ◎

収益源の分散 ◎ ◎ ◎ EBITDA/総資産平均 ◎

主力製品の市場規模・市場地位 ◎ ◎ ◎ EBITDA ◎

コスト競争力（製造面・原料面） ◎ ○ △ 自己資本 ○

営業基盤（顧客基盤・地域分散） ○ ◎ ○ 純有利子負債EBITDA倍率 ◎

研究開発力 △ ◎ ◎ 純有利子負債営業CF倍率 ○

※上記3分野以外の事業も含め会社全体としての 自己資本比率 ○

　事業ポートフォリオの分散効果も加味して総合的に判断する 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

産業リスク　中程度

収益力

発行体格付

財務リスク

財務構成

債務償還年数

重要度

個別企業リスク

規模・投資余力


