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この格付方法は、土木・建築工事などに用いられる油圧ショベル、ホイールローダ、ミニショベルな

どの一般建設機械、ダンプトラックに代表される鉱山機械、および建設用クレーンの製造販売を事業の

中心とする企業を対象とする。建設用クレーンは製品特性がやや異なるものの、都市開発やインフラ整

備など用途が同じで、需要の連動性も高いことから、その製造販売を手掛ける企業も対象とする。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

建設機械の新車需要は、都市開発やインフラ整備などの建設投資が前提となる。建設機械は資本財で

あり、外部環境の影響を受けやすく需要の変動幅がかなり大きいが、中長期的には一定の市場成長が見

込まれる。顧客に対してトータルでのコストメリットなどの提供により新車価格の維持・向上を図って

いる。新車販売の実績が部品・サービス事業に生かされることも利益を支える要因となる。建設機械の

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 

世界の建機市場は、年間 15 兆円程度と比較的大きい。先進国では社会基盤整備が進んだことや人口

の伸びが鈍化していることから、大幅な成長は期待しにくい。一方、経済成長を続ける新興国ではイン

フラ整備をはじめ、都市化の進展を背景とした住宅投資などで旺盛な需要を抱える。世界経済の成長は

資源・エネルギーの開発を促し、鉱山機械などの需要も支えるため、建設機械トータルとして一定の市

場成長が見込まれる。もっとも、資本財ゆえに、景気や公共投資、設備投資の動向など、外部環境の影

響を受けやすく、新車需要のボラティリティーは高い。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

グローバルに展開するメーカーは限られる。鉱山機械のようなハイエンド製品となれば、事業者数は

さらに限定される。建設機械の生産は、単に部品を調達して組み立てればよいわけではなく、設計や製

造面での技術蓄積が必要だ。エンジンや油圧機器などの重要コンポーネントを自社で開発し、安定的な

調達体制を構築できるメーカーは競争力が強い。新車販売時の価格だけでなく、中古車価値や高いブラ

ンド認知力の維持にもつながる。過去に販売した稼働中の機械が多ければ、採算の良い部品・サービス
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事業で先行投資を回収しやすく、先行者にとっては圧倒的に有利になる。参入障壁は比較的高い。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

建設機械の主要な顧客は土木・建築業、レンタル会社などが多く、購買プロセスでは価格や車両性能

も重要だが、サポート体制の充実度がより大きく影響する。長年の取引関係から高い信頼性を得ている

顧客は、買い替え時に購入先を変更しない傾向が強い。もっとも、純正品販売やきめ細やかなサービス

を提供できる直営店の数は比較的限られる。代理店販売に頼る形態がまだ多く、サポート体制によって

は差が出やすい。付加価値を特に求められない一部の新興国では、価格選好が強いため、顧客の継続性

は高くない。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

建設機械の生産に関し、組立工場に限れば、設備投資はそれほど大きな負担にはならない。生産は比

較的労働集約的な要素が強く、モデルチェンジなどに伴い生産設備が陳腐化するリスクは小さい。精密

な製造過程が要求されるコンポーネントは、工場新設であれば相応の設備投資が発生するが、モデルチ

ェンジごとに大きく変更されるものではなく、全般的にみて設備投資負担は比較的軽い。 

一定の生産リードタイムが必要で、在庫の回転期間はやや長い。受注生産形態をとらない製品が多く、

急激な需要減少局面では、過剰な在庫を抱えることになる。逆の場合は品不足に陥る。運転資本の変動

の波は比較的大きく、生産、在庫水準を適切にコントロールすることが重要である。 

 

（5）保護・規制、公共性 

建設機械の駆動源は、パワーと燃費特性に優れるディーゼルエンジンが主流で、NOx や PM といっ

た排出ガスの処理が欠かせない。近年は、排ガス低減や燃費改善といった規制が世界各国で強化されて

きているが、主要メーカーに関して、技術的な面での対応などで大きな懸念はない。信用力に影響を及

ぼすような保護や規制はない。今後はカーボンニュートラル目標に伴う車両の電動化への対応も必要に

なる。建設機械の用途・使用環境やサイズなどに合わせた 適な電動化の仕組みの構築が求められる。 

 

（6）コスト構造 

減価償却費の負担は大きくないものの、労務費などの負担は軽くない。次世代環境技術、無人化技術、

ネット接続機能への対応が必要で、それに伴う研究開発費の負担増もあり、全体として固定費の水準は

やや高い。販売台数が落ち込んで工場の稼働率が低下すると、収益性が悪化しやすい。原材料価格の上

昇局面では採算が圧迫されることもある。新車価格の維持・向上、採算の良い部品・サービス事業の充

実を図るとともに、継続的な固定費抑制の努力が求められる。 
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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）販売力・地域分散 

建設機械の需要は、展開する地域の景気や政策、公共投資の動向などに影響を受けやすい。各地域で

多様な収益基盤を構築できていれば、業績の変動を抑えることが可能となる。グローバルベースでの販

売・サービス網の充実度、新車販売を側面サポートする販売金融などを評価する。 

 

（2）品ぞろえ 

幅広く商品を持つことで多様なニーズに対応して収益分散を図れる。また、工事現場などでは、複数

の種類の建設機械が使用されるケースが多く、それをまとめて提供できれば、競争力の重要な差別化要

因となり、顧客との関係緊密化に寄与する。主要地域ごとの機種の充実度を評価する。 

 

（3）製品競争力 

高い技術力や商品力、トータルコスト削減などにつながる付加価値があれば、新車販売時に価格面で

優位に働き、その後の部品・サービス事業にも寄与する。排ガス規制強化の流れが先進国のみならず、

中国やインドのような新興国まで広がりを見せるなか、ハイブリッド車や電動化車両を含む新たな規制

対応車種の提供ができるかも、差別化要素の一つとなり得る。価格競争に巻き込まれることなく、グロ

ーバルベースでの市場シェアを維持できているか確認する。 

 

（4）在庫・生産管理能力 

建設機械の稼働状況をほぼリアルタイムで把握し、需要予測に役立て、適正な生産・在庫をコントロ

ールできているか、その体制と実績を確認する。建設機械は生産から販売までの期間は長く、部品調達

などのサプライチェーン管理の重要性が増す。仕掛品などの削減につながる仕組みも確認する。 

 

（5）部品・サービス収益 

部品・サービス事業は、一般に採算が良好で収益性の改善に寄与するほか、過去の新車販売のストッ

クが生かされ、新車販売より安定性が高い。IoT 技術も活用して、建機の稼働状況から顧客情報や故障

履歴まで分析し、適切なタイミングで部品の交換や修理・メンテについて助言する取り組みが増えてい

る。中古車事業（買取、再生、再販）やレンタルまで含む収益源の広がりと厚みに注目する。 
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II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析にあたっては、様々な財務指標の検討に加え、財務運営方針や流動性リスクなども

評価している。販売金融の規模により、資産規模や有利子負債の水準に差が生じやすいため、ファイナ

ンス提供やリースなどの販売金融がある場合は、「連結ベース」と「販売金融を除いた製造販売」の両

方を見ている。 

 

（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 

売上高や資産に対して利益・キャッシュフローを効率的に稼げているかを評価する。投資時期によっ

て償却費負担の水準が異なることを考慮し、EBITDA 関連の指標を重視する。EBITDA マージンと

EBITDA／総資産平均に関しては、連結ベースから販売金融を除いて判断する。売上高営業利益率につ

いては、金利優遇などの販促策が採られる場合に製造販売と販売金融の各事業における費用計上の区分

けが各社で異なるため、連結ベースの値を重視する。収益変動が大きいことを踏まえ、一定期間をなら

した指標により収益力を評価する。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

新車販売から部品、中古車ビジネスの各段階で適切に利益を確保するには、差別化を図るための研究

開発や設備投資、販売・サービス網の強化、拡充が不可欠である。そのため、投資の原資となる投資余

力は重要な評価のポイントとなる。景気後退やリストラに伴う損失を吸収する財務耐久力として自己資

本の厚みも確認する。いずれも販売金融を含む連結ベースの値を使用する。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率、純有利子負債営業キャッシュフロー倍率 

建設機械メーカーは、将来の業界構造の変化に備えて、戦略的な設備投資や研究開発投資を増やして

いく必要がある。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。投資時期や内製状況により減価償却費の負担度が異なるため、純有利子負債

EBITDA 倍率を重視する。有利子負債の水準は販売金融の規模によって大きく変わるため、同事業を除

いたベースで判断している。運転資本管理の巧拙を評価するため、純有利子負債と営業キャッシュフロ

ーとのバランスにも注意を払う。 
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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。 

（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） 

外部環境の影響で収益が変動しやすい業態であり、損益悪化や資産減損などへのリスクバッファーと

いう観点から、販売金融を除いた製造販売における自己資本比率やネットD／Eレシオを重視している。

販売金融においては、資産の質とリスクバッファーの両面を確認する。 

 

（5）流動性リスク 

設備投資負担はそれほど大きくはないが、相応の負債を抱えており、安定的に資金を確保する能力は

重要なチェックポイントである。自社で販売金融を営む場合は、資金調達能力の重要性はより高くなる。

銀行等、金融機関との関係を確認するほか、調達方法の多様化などへの取り組みも評価する。 

 

III．建設機械業界の格付 

 

 

 

＊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 基準 指標 重要度

販売力・地域分散 ◎ 収益力 事業 EBITDAマージン ◎

品ぞろえ ◎ 事業 EBITDA/総資産平均 ○

製品競争力 ◎ 連結 売上高営業利益率 ○

在庫・生産管理能力 ○ 規模・投資余力 連結 EBITDA ◎

部品・サービス収益 ◎ 連結 自己資本 ○

債務償還年数 事業 純有利子負債EBITDA倍率 ◎

事業 純有利子負債営業CF倍率 △

財務構成 事業 自己資本比率 ○

事業 ネットD/Eレシオ ○

事業：金融事業を除くベース

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

個別企業リスク 財務リスク

発行体格付


