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不動産会社には、大規模なオフィスビルの保有･賃貸に加えてマンションをはじめとした住宅分譲、

取引仲介、ファンド組成･運用などを総合的に手掛ける大手不動産会社から、地場で仲介･管理に従事す

る零細業者まで様々な規模の会社が含まれる。また、本業の傍ら資産の有効活用や本業とのシナジー効

果の発現を狙い不動産業を手掛ける会社も多く存在する。この格付方法は、国内における不動産の取り

扱いを主たる事業とし、ビル賃貸事業やマンション分譲事業といった資本集約度の高い事業を主力とす

る事業会社に適用する。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

不動産業は「できるだけ低価格で不動産を調達し、付加価値を高め、売却または賃貸で回収する事業、

あるいは不動産に関与することで手数料収入を得る事業」で、そのビジネスモデルは資本投下の有無お

よび回収期間から、オフィスビル賃貸を中心とする「資産保有型」、住宅分譲や収益不動産の取得・売

却といった「資産回転型」、仲介、物件管理、ファンド運用などの「フィー型」の 3 つ類型に区分され

る。顧客の継続性や投資サイクルといった産業特性は事業類型ごとに異なるが、全体として競争状況は

やや厳しい半面、市場規模は比較的大きく需要は底堅い。産業リスクは中程度と評価している。 

事業類型ごとの産業リスクは「資産回転型」「資産保有型」「フィー型」の順で大きいとみている。「資

産保有型」は多額の資本を投下し長期間にわたって回収する。市況変動の影響は受けるものの、中期的

にならしてみればキャッシュフローは安定しており、回収の確度は比較的高い。「資産回転型」は、投

下資本を短期間で回収することを前提としており、短期的な市況変動の影響を受ける。「フィー型」は

多額の資本投下は不要だが、収益規模は他の類型と比較し小さく全体の利益の補完的な位置づけとなる

ことが多い。また、ファンドビジネスを標榜しながらも、実質的に資産価格変動のリスクを負っている

場合があり注意が必要だ。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

不動産は、就労、消費、居住といった市民の日常生活に不可欠で、その需要動向は国内の経済活動と

密接不可分だ。金融情勢も含めた景気変動の影響も受けるが、市場規模は比較的大きく需要は底堅い。

人口減少社会を迎え海外からの投資や人口流入も大きく見込めず、市場成長性はやや低いとみている。 

不動産 

 

公表日：2021 年 9 月 16 日 

 

 



 

 

 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2021 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア（お問い合わせ）マーケティング本部 カスタマーサービス部  TEL 03-6273-7471 
当サイト、当サイトの内容その他当サイトに含まれる情報に関する一切の権利・利益（著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、特段の記載がない限り、株式会社

格付投資情報センター（以下「R&I」といいます）に帰属します。R&I の事前の書面による許諾無く、これらの情報等の全部又は一部を使用（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。 
 

 2/6 

「資産保有型」の中心であるオフィスビルの賃貸市場は、景況感などの影響を受け稼働や賃料に一定

の振れ幅はあるものの需要量そのものが大きく変動するわけではなく、ボラティリティーは大きくない。 

住宅分譲の需要は所得環境、金利水準、税制などの影響を受けやすいうえ、販売価格の変化にも敏感

に反応する。供給面でも、マンションを例にとると、用地仕入れから販売・引き渡しまで 2～3 年程度

の時間を要する一方、いわば「生鮮品」として長期の完成在庫を嫌う傾向があり、供給量、価格ともに

極端に変動することがある。 

同じ「資産回転型」でも、実需を対象にした住宅分譲市場に比べ、投資家を対象にした不動産投資市

場はさらにボラティリティーが大きい。投資家や金融機関の投資・融資意欲が旺盛な時期には、流動性

が高まり、価格も上昇する。一方で金融が引き締まると、たとえ運用中の不動産から得られるキャッシ

ュフローがプラスだとしても、流動性が著しく低下した市場での売却による回収を余儀なくされ、価格

が大きく下落することがある。 

不動産業全体として市場のボラティリティーはやや大きいと評価している。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

オフィスビル賃貸市場、住宅分譲市場とも、各事業者の市場シェアは小さく、強い価格支配力を持つ

ことは難しい。また、事業運営上必要な機能の多くは外注が可能なため、資金力さえクリアすれば参入

障壁は低い。資金力に加え、固有の土地の条件、開発力やブランド力など、相対的に大手が優位に立つ

側面はあるものの、大手間の競争も激しく、価格が重要な要素になることが多い。不動産は個別性が極

めて強く、代替可能性が低いことを考慮しても、競争状況はやや厳しいと評価している。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

住宅分譲は個人による単発的な取引が中心で継続性はほとんどない。一方、オフィステナントは、内

装などの設備投資や移転費用の負担を軽減するために長期にわたり継続使用することが多い。大手不動

産では同一グループに属する企業を安定的なテナントとして見込める要素もある。賃料相場の変動やテ

ナントの業容変化など、退去を促す要素はあるが、オフィスビル賃貸の顧客は比較的安定している。 

全体として提供する商品やサービスに決定的な違いはなく、顧客にとって取引する不動産会社を他社

に代替する障害は小さいことから、顧客の継続性・安定性はやや低いとみている。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

業態により投資サイクルは異なる。「資産回転型」は、マンション分譲を前提とすれば、基本的には 2

～3 年程度で在庫を完成させ売り切るビジネスモデルだが、常に 2 年以上先の売上計上物件を仕入れて

おく必要があり、在庫負担は比較的重い。一方、「資産保有型」は、開発・取得に多額の資金を投入し、
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長期間かけて比較的安定した賃料収入で投資回収する。物件の競争力維持のために継続的な維持更新投

資が必要だが初期投資と比較すれば負担は限定的で、設備投資サイクルは長いといえよう。ただ、少数

の既存物件に収益源が偏ると、ビルの競争力低下やそれに伴う建て替えへの対応に難しさを抱えるため、

事業全体としての競争力を維持・強化していくには、新規開発への継続的な投資が欠かせない。 

 

（5）保護・規制、公共性 

不動産は公共性が高く、国土の効率的・効果的な利用や周辺環境への配慮、取引の公正性の確保など

の観点から様々な規制が存在する。ファンド運用では金融商品取引法などの規制を受ける。もっともこ

うした法規制が既存業者の保護に結びついているわけではなく、産業リスクに与える影響は中立的だ。 

 

（6）コスト構造 

不動産会社で発生する主なコストは土地取得費用および建築費で、投資決定後に管理可能な費用はほ

とんどない。コスト構造は硬直的だ。 

 

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）事業構成 

収益源として「資産保有型」事業の構成比率が高く、その事業基盤が整っていれば、個別企業の事業

リスクは相対的に小さいと評価できる。「フィー型」事業は収益の柱となりにくいが、一定の規模を持

ち、強い事業基盤を構築できていれば事業リスクの軽減につながる。 

 

（2）事業展開力 

オフィスビル賃貸や住宅分譲にとどまらず、商業や物流など用途が異なる物件の開発・賃貸や、仲介、

不動産管理、ファンド運用といった「フィー型」でも事業基盤を構築しているかどうかを評価する。こ

れらの業態はオフィスビルの賃貸と比較すると産業リスクが大きいこともあるが、幅広く事業を手掛け

ることにより情報収集力が高まるほか、ある業態でのノウハウを他の業態に活用できる余地も大きい。

結果として、投資意思決定の精度向上や、用地仕入力、リーシング力や販売力の強化につながり、事業

リスクの低減に貢献する。 
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（3）既存賃貸事業の基盤の強さ 

債務の返済原資としてだけでなく、成長に必要な投資を実行するためには、安定収益源の確保が重要

だ。規模、安定感、継続性という観点で、既存賃貸物件からのキャッシュフローを重視しており、個々

の物件の競争力やポートフォリオ全体の質などを評価する。財務の健全性を確保するために保有ビルを

売却する場合でも、それにより賃貸事業の収益基盤を毀損してしまうようだと、事業リスク評価に悪影

響が出る。 

 

（4）賃貸不動産の開発力、バリューアップ能力 

賃貸事業の収益基盤を維持、強化するためには継続的な新規投資が欠かせない。取得価額の低い土地

を利用することはリスク軽減に極めて有効とはいえ、好立地で大規模物件を開発できるようなまとまっ

た土地を、比較的低い価格で新たに取得できる機会は限られている。複数の土地をまとめ上げ高度利用

することで土地の価値を高める都市再開発は有効な用地取得手段だが、権利調整の難しさや非常に長い

事業期間などから、手掛けることのできる事業者は限られる。大規模用地を単純に取得しビルを建てる

のではなく、不動産の価値を高めるような開発を実行できる力を持つかどうか評価する。また、リノベ

ーションなどにより既存物件の付加価値を高めることができれば、利回りの良い賃貸物件をポートフォ

リオに加えることができる。 

 

（5）開発・販売事業の運営力 

住宅分譲市場は循環的に市況が変動する。そのなかで在庫リスクを抑え、安定的に収益を獲得するに

は、用地仕入れから採算管理、企画、販売までの各段階で強い基盤を持つと同時に、市況の変動に左右

されずに一定の目線で仕入れを継続する強固な意思も必要だ。これらの意思と能力を合わせて、事業運

営力として評価する。開発・バリューアップした収益不動産を販売する事業でも、取得競争にあおられ

て高値づかみをするリスクを抑制する運営力が重要となる。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析では、定量的な財務データに加えて資金調達構造も評価している。不動産業界では、

事業特性から以下のような財務指標を重視している。なお財務リスクをみる評価の目安値に、事業類型

の特性を踏まえてある程度の幅を持たせている。 

 

（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 
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売上高営業利益率 

不動産業は大規模かつ継続的な投資を必要とするため有利子負債への依存度が高くなりがちで、調達

コストを上回る採算を確保できていなければ事業継続さえ困難になる。そのため、収益性という観点だ

けでなく、安全性という観点でも総資産利益率を重視する。資産回転型がメーンの会社は売上高に対す

るマージンも評価する。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益） 

自己資本 

事業を長期安定的に運営するには、継続的な設備投資負担が避けられない。収益基盤強化につなげら

れるような投資を継続できるような、十分な規模のキャッシュフローを安定的に獲得しているか評価す

る。棚卸不動産増減の影響を除外するために、営業活動によるキャッシュフローではなく EBITDA を

用いる。また、単年度のキャッシュフローで賄えないような大規模な投資による財務負担を吸収する余

力として、自己資本の規模も重視している。なお、賃貸等不動産の含み益は評価に含めない。資産価値

下落リスクに対するバッファーとして、財務構成の評価で考慮する。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

キャッシュフロー対比での有利子負債の負担感を評価する。「資産回転型」事業がメーンの会社では、

有利子負債は販売用不動産残高の増減による変化が大きく EBITDA との連動性が低い会社も多いため

純有利子負債 EBITDA 倍率は重視しない。 

 

（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） 

資産価値下落リスクに対するバッファーがどれだけ備わっているかを評価する観点から、自己資本比

率を重視する。基本的には帳簿価額ベースでの自己資本比率を用いるが、含み益がある資産は、時価が

簿価を割り込み資本を毀損するまでの距離がそれだけ遠いといえるため、連結財務諸表注記で開示され

る賃貸等不動産の時価情報も考慮する。 

重要な特別目的会社（SPC）は連結されているが、共同投資などで非連結 SPC へ出資するケースも

多い。実質的なリスクと便益の所在、レバレッジのかかり方などを可能な限り把握し、必要に応じて資

産・負債に足して判断する。 
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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。 

レバレッジのかかり方を評価するにあたりネット D/E レシオも評価する。 

 

（5）資金調達構造 

多額の資金を長期にわたり必要とする事業であることから、期間の長期化、期限の分散化や金利の固

定化といった資金調達構造の安定性および金融機関との関係などにも気を配る。信用力が低い発行体の

場合には、資金調達余力や手元現預金の状況などを重視することもある。特に保有不動産への担保設定

の状況を確認する。 

 

 

III．不動産業界の格付 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊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

事業構成 ◎ 収益力 ROA △

事業展開力 ◎ EBITDA/総資産平均 △

既存賃貸事業の基盤の強さ ◎ 売上高営業利益率 *1

賃貸不動産の開発力、バリューアップ能

力
◎ 規模・投資余力 EBITDA ◎

開発・販売事業の運営力 ◎ 自己資本 ◎

債務償還年数

財務構成 自己資本比率 ◎

ネットD/Eレシオ △

資金調達構造 ◎

 *1 資産回転主体の場合△、それ以外は×

 *2 資産回転主体の場合×、それ以外は○

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

純有利子負債EBITDA倍率 *2


