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物流業界にはグローバル展開している大企業から地場の零細業者まで幅広い物流会社が存在する。提

供している物流サービスは、トラック輸送や倉庫運営・在庫管理、流通加工、航空・海上貨物の利用運

送（フォワーディング）、港湾運送など多岐にわたる。本格付方法では、こうしたサービスを手掛ける

国内大手から中堅までの物流会社を主な評価対象としている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

日本経済の成熟に伴い、物流需要の中長期的な伸びは見込みにくい。需要は短期的な景気変動に左右

されやすく、市場のボラティリティーは比較的大きい。競争状況や顧客の継続性・安定性はどのような

物流サービスを主としているかによっても異なる。トラック輸送を中心に事業者の数は多いが、有力企

業と直接契約できる物流会社は限られる。大手はオーダーメードの物流サービスをはじめとする差別化

で、顧客の継続性・安定性を高めている。総じて、産業リスクは「中程度」と評価している。 

展開する事業領域によってリスクが異なる点は個別企業リスクの評価に反映させる。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

物流業界の市場規模はトラック輸送を中心に 20 兆円前後と推定される。ネット通販の普及に連動し

て取扱量が増えている宅配便のようなマーケットもあるが、国内の長期的な物流需要は減少傾向にある。

日本経済の成熟化とそれに関連した国内大手メーカーによる生産拠点の海外移転などが減少の背景に

あり、このトレンドが反転する見込みは薄い。 

業界全体の取扱量が日本経済の動向から大きく乖離することはないが、短期的な景気変動に左右され

やすい。景気後退期には荷主からの値下げ圧力の高まりに加え、取扱量の減少に対応するために安値で

も荷物を確保しようする動きが広がる。市場のボラティリティーはやや大きい。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

1990 年代に行われたトラック運送事業の規制緩和を機に新規参入が相次いだこともあり、物流会社

の数は 6 万社を超えている。ただし、大半は下請け・孫請けに位置付けられ、荷主である有力企業と直

接契約できる物流会社は限られる。 

陸運・倉庫 

 

公表日：2021 年 11 月 5 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 

全国にネットワークを構築して長距離輸送や重厚長大貨物の取り扱いに対応できる物流会社や、トラ

ック輸送から倉庫保管、流通加工、港湾運送、航空・海上フォワーディングまでの一貫サービスを提供

できる物流会社は多くない。事業者数の多さから競争環境は比較的厳しいが、大手が単純な価格競争に

陥っているわけではない。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

トラック輸送のように差別化が図りにくいサービスの提供のみでは価格競争に陥りやすく、顧客の継

続性・安定性は低くなりがちだ。大手は顧客の物流業務を一括受託する 3PL（サード・パーティ・ロジ

スティクス）に代表されるオーダーメードの物流サービスを提供することが多く、こうした取引は契約

期間が長い。複数の地域や業務にまたがる物流業務の一括受注は、その複雑さや煩雑さから他社への乗

り換えリスク抑制につながる。 

大手は人手不足の環境下での人材確保の優位性、荷主の業容拡大に伴いサービス範囲を広げてきた実

績、幅広い物流サービスを組み合わせたサービス提供などで比較的安定した取引関係を構築しているこ

とが多い。   

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

車両や物流センター、IT システムへの投資が設備投資の多くを占める。近年は高度化する荷主の要望

や人手不足を背景に、多機能で規模の大きい物流センターへの投資が増えている。大規模かつ高機能な

物流センターへの投資総額は数百億円に達することもあるが、荷主の確保や既存拠点の荷物の集約など

で、建設する前から取扱量に一定のメドをつけているケースが多い。近年は不動産会社などによる大規

模な物流賃貸施設の供給が増えており、多額の投資を行わずに 3PL を手掛けることも可能となってい

る。こうした点を踏まえると、投資回収のリスクはさほど大きくない。  

 

（5）保護・規制、公共性 

信用力に影響を与えるような保護や規制は基本的にない。規制や業界慣行の影響が強い港湾運送は参

入障壁が高く、業界秩序は極めて安定している。ただ、手掛ける物流会社は限られるうえ、各社の収益

に占める割合も差が大きいため、個別企業の事業リスクとして評価している。  

 

（6）コスト構造 

集荷や配送、物流センター内での仕分け作業など多数の人員を必要とする事業が多く、典型的な労働

集約型の産業だ。人件費が重く、減収時には利益が圧迫されやすい。そのため、取扱量の増減にあわせ

た倉庫の賃借、外部の協力会社へのトラック輸送の委託やパート・アルバイトを活用することなどで、
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コストをある程度変動費化している物流会社が多い。コスト構造は比較的柔軟だとみている。安定的な

ネットワークの維持には継続的な取引が欠かせず、極端に委託を減らすのが難しい点には留意する必要

がある。 

他業種よりも低い給与水準や長時間拘束を受ける勤務体系、若者の車離れなどを背景にトラックドラ

イバー不足が常態化している。人件費や外注費は上昇傾向となる半面、トラック輸送や庫内作業の内製

化を進める動きが散見されるほか、輸送能力を確保しやすい大手の事業者を中心に荷主への価格交渉力

が増してきている。 

 

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）顧客基盤 

国内大手から中堅までの物流会社の顧客は大企業が中心でオーダーメードの業務内容が多く、取引関

係は長期に及ぶことが多い。有力企業と良好な取引関係を構築できていれば、安定した取り扱いが見込

め、当該企業の業容拡大に合わせた取扱量の増大も期待できる。主要な取引先からの厳しい要請に対応

する過程で積み上げてきた実績やノウハウは、新規顧客の獲得にも有利に働く。 

顧客基盤の評価にあたっては、収益の安定性確保の視点から特定の企業や業種、地域に偏らず、顧客

を幅広く分散できているかも重要だ。宅配会社のように中小企業や個人の利用も多い物流サービスは、

取引の裾野が広い。  

 

（2）サービスの競争力 

付加価値が高く競争力のある物流サービスの提供は、荷主との関係強化や過度な価格競争の回避につ

ながる。扱いが簡単な荷物の単なる輸送や保管といった特色のない物流サービスほど他の物流会社によ

る代替可能性が高まり価格競争に陥りやすい。 

主力とする物流サービスの競争力や差別化が図れる輸送・保管サービスの展開状況、収益動向を重視

する。人手不足によるコストの増加に生産性の向上や価格転嫁で対応できているかもポイントだ。参入

障壁の高さなどから事業者数が少ない業務領域での存在感も別途評価する。 

 

（3）業務領域の広さ 

顧客企業が物流を効率化するうえで、特定の物流会社への業務の一括委託は有力な選択肢の一つだ。

複数の物流業務を組み合わせた複合一貫輸送サービスの提供ができれば、こうした荷主の囲い込みにつ
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ながる。 

得意とする物流サービスを軸に周辺業務の充実が図られているかは、顧客ニーズへの対応力をみるう

えで重要なポイントだ。既存顧客の海外進出への対応や新規顧客の獲得、収益源の地域分散といった観

点では海外で物流ネットワークを構築していくことの重要性も高い。 

 

（4）コスト構造の柔軟性・管理能力 

売上高の変動に対応した柔軟な収支構造は、安定的な収益の確保につながる。売上高のベースとなる

取扱量は景気変動といった外部環境の影響を受けやすく、安定的に利益を計上するにはコストを柔軟に

コントロールする必要がある。トラックドライバー不足による人件費や外注費の上昇もあり、物量の減

少局面だけではなく、物量増加に対応するうえでもコストコントロールの重要性は高まっている。 

トラック輸送などでの外部委託の効果的な活用に加え、実質的なコストの削減余地も重要となる。主

とする事業によってもコスト構造は異なる。自社の物流施設が多ければ償却負担が大きくなるほか、フ

ォワーディングを主とする物流会社はコスト全体に占める輸送スペースの調達費用の割合が高い。ある

程度は取扱量の増減に合わせたスペースの調達が可能だが、航空貨物輸送や海上コンテナ輸送の運賃市

況変動の影響を受けやすい。 

 

（5）不動産事業の収益基盤 

古くから保有する簿価の低い物流施設跡地を賃貸オフィスビルなどに転用し、不動産事業で高い採算

性を実現している物流会社では、その収益基盤も評価の対象にしている。こうした物流会社は倉庫会社

に多い。 

不動産事業のウエートが低い場合、同項目は使用しない。 

 

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

評価している。陸運・倉庫業界では、事業特性から以下のような財務指標を重視している。 

 

（1）収益力 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）／総資産平均 、売上高営業利益率 

物流センターや車両などに投下した資産を基に効率良く利益・キャッシュフローを確保しているかと

いう観点から EBITDA／総資産平均が重要な指標となる。主とする物流サービス、物流センターの保有

方針などの違いが EBITDA／総資産平均に影響するケースがあるため、売上高営業利益率と併せて総合

的に評価する。  
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（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

中長期的な収益基盤の維持には、車両の更新といった経常的な投資に加えて高機能な物流センターの

新設、商圏・機能の獲得を狙った M&A（合併・買収）、海外の物流ネットワーク構築など、多額の投資

が必要となる。こうした取り組みに対応できる投資余力を持つか判断するための指標として、EBITDA

を重視している。あわせて資産の毀損リスクなどが顕在化した際のバッファーとして機能する自己資本

の厚みも確認している。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

債務償還能力を測る指標として重視する。なお、主要な荷主と安定した取引関係を構築している場合

などは投資規模が大きくなりがちな物流センターであっても投資回収に対する不安は小さい。実質無借

金の状態が極めて高い評価の目安となる。 

 

（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）  

財務基盤の強さや外部資金の調達余力の有無を判断するうえで重要性が高い。収支が比較的安定して

いることもあり、損失に対するリスクバッファーとしての役割はそれほど大きくない。 

 

III．陸運・倉庫業界の格付 

 

重要度 指標 重要度

顧客基盤 ◎ 収益力 EBITDA/総資産平均 ◎

サービスの競争力 ◎ 売上高営業利益率 ◎
業務領域の広さ ◎ 規模・投資余力 EBITDA ◎

コスト構造の柔軟性・管理能力 ◎ 自己資本 ○

不動産事業の収益基盤※ ◎ 債務償還年数 純有利子負債EBITDA倍率 ◎

※不動産事業のウエートが 財務構成 自己資本比率 ◎

　低い場合は使用しない。 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

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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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。 


