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この格付方法は、電子部品や各種半導体、薄型パネルなど電子デバイスを製造・販売する企業の評価

に適用する。自社で電子デバイスを手掛ける大手電機などにも主要な格付方法の 1 つとして使用してい

る。競合企業や販売先はグローバルであり、この格付方法はグローバル市場を前提としている。電子部

品に比べると、半導体メモリーや薄型パネルは需要の変動性や競争環境などの面で異なるリスクを抱え

る。そうした点を考慮し、「電子部品」と「半導体・薄型パネル」の産業リスクは分けてみている。な

お、電子部品には、パワー半導体など投資負担が電子部品と同程度の半導体も含めている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

電子デバイスは技術の進歩によって性能向上と価格下落を実現し、デジタル機器や家電、自動車など

に幅広く使用されている。デジタル機器の生産数量に連動する需要に加え、産業分野や自動車分野など

で電子制御を利用する領域の広がりが電子デバイスの需要増大を後押ししている。今後も一定の市場成

長を見込めよう。ただし、需要のボラティリティーは比較的大きい。用途が広がっているとはいえ、電

子デバイスに占めるスマートフォン向けのウエートは高く、主要なスマートフォンメーカーの生産計画

次第で受注は変動する。 終製品の在庫が積み上がると、受注の急減や、短期間での生産終了につなが

ることもある。グローバルに技術力・開発力を厳しく競っているが、直接的に競合していない企業から

代替製品が登場するリスクもある。電子部品の産業リスクは比較的大きい。半導体メモリーや薄型パネ

ルは投資規模が巨額で製品価格・需要の変動性が電子部品より大きい。競争環境も厳しく、産業リスク

は大きいと判断している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

世界全体の電子デバイスの生産金額は 70 兆円を超える水準で推移している。電子デバイス需要の牽

引役であるスマートフォンの生産台数は世界的に頭打ちしているが、セットメーカー各社がハイエンド

モデルに力を入れており、1 台当たりのデバイス搭載金額は上昇余地がある。自動車の電装化の流れが

加速し、あらゆるモノがインターネットに接続される IoT（Internet of Things）の普及も電子デバイス

市場の拡大に一役買っている。価格の引き下げ圧力は避けられないが、比較的高い市場成長率を保てる

とみている。 

電子デバイス 
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電子デバイス市場のボラティリティーは比較的大きい。スマートフォンを筆頭に、 終製品の生産計

画が頻繁に見直されるためだ。景気減速時には需給バランスの悪化によって価格が下がる。数量減と価

格下落が重なり受注が大きく落ち込むことも想定される。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

電子部品と半導体・薄型パネルで競争環境は大きく異なる。電子部品はハイエンド分野に強い日本メ

ーカーが 4 割程度の高い世界シェアを持つ。アジアメーカーが参入する製品もあるが、素材技術に強み

があり、軽薄短小ニーズを実現する技術に長けた日本企業はハイエンド分野で優良顧客と結びついてい

ることが多い。薄型パネルは投資余力を備える韓国の巨大企業や、政府支援を受ける中国企業のシェア

が上がっている。日本メーカーが競争優位を確立するのは容易ではない。半導体は製品の種類が多く、

日本メーカーが力を持つ領域もあるとはいえ、市場シェアや技術力で業界をリードする企業は限られる。 

競争環境が端的に表れるのが製品価格の変動性だ。好況期は各社が揃って供給能力を増やす。その後

に需要が停滞すると供給過剰から価格競争に陥りやすい。電子部品の競争環境は比較的厳しい。薄型パ

ネルや半導体メモリーは、グローバルに激しく競争しており、為替の有利不利に乗じて積極的に価格を

下げてシェア向上を狙う企業の存在も影響する。競争は非常に厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

終製品のモデルチェンジの際に、設計に合わせてサプライヤーが見直されることがある。モデルチ

ェンジの間隔は顧客の継続性・安定性をみる指標の 1 つといえる。例を挙げると、スマートフォンなど

コンシューマー向けのエレクトロニクス製品はモデルチェンジの間隔が短く、自動車は数年にわたる。

大量の部品を発注する会社は特定のサプライヤーに依存するのを好まず、サプライヤーに一定のシェア

を割り振って発注することが多い。市場シェアや納入先内シェアが限られると、顧客にとって代替でき

ない存在になれず、取引の継続性を高めにくい。 

カスタム性の高い電子部品や半導体であれば、他社製品に切り替えようとすると設計や品質試験に追

加の負荷がかかるのに対し、半導体メモリーや薄型パネルのような汎用品はどのメーカーの製品を使っ

ても不都合が生じにくい。安定調達を優先する 終製品のメーカーが長期供給契約を結ぶケースはある

が、半導体メモリーや薄型パネルの顧客の継続性・安定性は相対的に低い。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

微細化を競うタイプの半導体や大型化の進む薄型パネルは、技術変化に合わせて 新設備を投入しな

ければ競争に劣後する懸念がある。設備投資サイクルは短い。先端技術を用いた生産設備は高額になり

やすく、設備投資額は非常に大きい。投資回収リスクは高いとみている。電子部品も装置産業の側面が
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強く、投資規模は比較的大きい。ただ、生産設備を長く使える製品は多い。投資の回収リスクが極端に

高いとはいえない。 

製品の陳腐化は全体的に速い。先々の受注の取りこぼしを防ぐ、もしくは生産の平準化を意図して在

庫を積むことがあるが、 終製品の販売動向を見通すのは困難だ。在庫の価値が下がるリスクを抱えや

すい。 

 

（5）保護・規制、公共性 

半導体は自動車、情報機器など幅広い産業で必要とされ、軍需向けとしても重要性が高い。クロスボ

ーダーの M&A（合併・買収）に政府の方針が反映されることがある。しかし、それが企業の保護・規

制に直結することはない。工場建設時に政府補助金を受けていても見方は変わらない。公共性が電子デ

バイスの評価に響くこともない。 

各国で環境保護に関する規制が導入・強化されている。新たな環境関連の規制導入で原材料の変更な

どを迫られた場合、競争環境に変化を来すことも考えられるが、信用力に大きな影響を与えるほどのも

のは今のところ見当たらない。 

 

（6）コスト構造 

設備投資の規模は手掛ける製品によって大きく異なるが、総じて装置産業の側面が強く、生産ライン

の増設に多額の投資を必要とする。減価償却費など固定費の負担が重くコスト構造の柔軟性に欠ける。

設備稼働率が収益性に与える影響が大きく、稼働率の確保を優先するような経営判断に走りやすい。競

合各社の設備増強が出揃ったタイミングで需要が思ったほど伸びないような場合には、供給過剰から価

格競争に陥り収支が悪化する。 

モーターやアルミ電解コンデンサーのように、銅やアルミなど原材料価格の変動の影響を受けるもの

もある。価格交渉力の関係で電子部品は原材料価格を製品価格に転嫁しにくいため、設計の見直しによ

る使用量の削減や調達力の強化などが収益性の差になって表れる。 

 

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）製品競争力 

製品競争力は受注獲得能力と市場特性からみる。手掛ける製品が継続的に受注を獲得する力があるか

は、キャッシュフローの源泉として も重視している項目だ。セットメーカーは部品の性能、コスト、
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供給能力といった要素の絶対評価、および競合他社との相対評価によって発注先を選定することが多い

とみられる。このため先端品の提供状況や生産技術、供給体制などをみて、展開する市場における受注

獲得能力を判断する。 

電子部品は製品によって、成長性や競争環境など市場特性は様々だ。受注獲得能力の高さがキャッシ

ュフロー創出力に結び付くかは、展開市場における優位性だけでなく、企業のコアとなる製品の市場特

性の把握も欠かせない。手掛ける製品が成熟していたり、市場規模が小さかったりする場合、市場特性

の面でマイナスに働くことになる。競争環境の厳しさも考慮する。受注獲得能力が高く、市場特性が良

好であれば製品競争力が強いと評価する。 

半導体メモリーや薄型パネルは市場シェアがコスト競争力の優位性、ひいては設備投資や開発リソー

スの差に結び付きやすい。市場シェアをベースに、市場特性を踏まえて製品競争力を判断する。 

終的な製品競争力の評価には製品の分散効果も反映する。競争力のある製品を複数抱えていれば評

価は高くなる。一方、不採算製品が全体の利益・キャッシュフローを圧迫する場合、評価から割り引く。 

 

（2）顧客基盤 

電子デバイスはそれ自体が需要を作るわけではないため、製品開発力や販売力のある顧客に入り込む

必要がある。デジタル機器メーカーは上位集約が進んでおり、上位メーカーとの取引の有無とその継続

性は顧客基盤を評価するうえで重要な要素だ。ただ、上位メーカーと取引があっても、特定顧客への依

存度が高かったり、納入先内のシェアが低かったりすれば、評価が制約される。それとは別に、エレク

トロニクス業界と需要の相関性が低い自動車や産業機器など複数の分野で顧客基盤を構築できていれ

ば、プラスに評価できる。 

半導体メモリーのような汎用品の場合は優良顧客が取引の安定を高めるとは必ずしもいえず、長期供

給契約など安定性を支える要素があれば評価する。ただ、価格や需要が変動しやすく、構造的に収益は

安定しにくい。電子部品に比べると、半導体メモリーや薄型パネルの事業リスクにおける当該項目の重

要性は一段低い。 

 

（3）技術力・開発力 

中長期的に市場地位・収益基盤を確保できるかを表す重要な要素だ。保有する要素技術の幅広さや先

端品の開発力などを評価する。電子デバイスは顧客からの値下げ圧力を避けられない。平均販売単価の

下落を食い止めるような新製品の開発や、材料も含めた原価改善などが中長期にわたる収益の確保につ

ながる。ライフサイクルが短い半導体メモリーや薄型パネルにおいては、技術力・開発力の重要性は非

常に高い。 

優れた開発力を持つ企業は顧客に対して特徴的な提案ができ、顧客が新製品を開発する際に声がかか
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りやすい。その時のフィードバックによって開発力が上がるという好循環を構築することがある。 

 

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。電子デバイス業界では、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 

売上高営業利益率、EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）マージン、総資産事業利益率（ROA）、

EBITDA/総資産平均 

将来にわたり競争力を維持していくには研究開発費の余力を考慮する必要があり、売上高営業利益率

は評価において重要だ。ただ、製品特性や投資のタイミングによって減価償却費の負担が異なる。グロ

ーバル企業と競争関係にある半導体メモリーや薄型パネルは EBITDA の売上高に対する比率である

EBITDA マージンを重視する。 

資産効率と収益性の総合指標として、電子部品は ROA、半導体メモリーや薄型パネルは EBITDA/

総資産平均も重視している。資産に占める現預金や有価証券の比率が高い会社もあるため、総資産から

金融資産などを除いた事業資産の効率性をみることもある。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

需要拡大局面に入った段階で顧客からの増産要請にタイムリーに応えるには、不況期でも一定の投資

を継続することが不可欠だ。投資余力の規模を示す指標としてEBITDAの絶対額を も重視している。

将来の事業展開次第では投資規模が膨らむことも予想される。当該企業の通常の投資規模に照らして十

分な EBITDA だとしても、金額が小さい場合は評価の制約要因になる。 

電子デバイス業界のボラティリティーは比較的大きく、キャッシュフローが低迷した場合には設備の

減損損失の計上を迫られることもある。自己資本はそうした損失のバッファーとして機能するため、事

業のリスクに見合った厚みが求められる。 

 

（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 

受注の獲得には十分な供給能力を備えている必要があるものの、収益の見通しは立てにくい。投資後

の需要のボラティリティーも比較的大きい。外部からの資金調達に依存しないような財務体質であれば

投資判断の柔軟性は高まる。設備投資や M&A など将来の投資負担を踏まえても実質無借金を維持でき



 

 

 

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。 
 

 6/6 

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。 

ることを A ゾーンの 1 つの目安にしている。半導体メモリー専業メーカーは、事業のリスクがより大き

いため実質無借金が BBB ゾーンの目安になる。 

 

（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） 

継続的に大規模な設備投資を実施できる投資余力があるか、また事業環境が悪化して様々なリスクが

顕在化した時のリスクバッファーがどの程度あるか判断するために、自己資本と純有利子負債、自己資

本と総資産とのバランスも重要な評価要素としてみている。電子デバイスは収益変動リスクが比較的高

く、潜在的に資本の毀損リスクを抱える。A ゾーンであれば 50%以上の自己資本比率が必要と考えてい

る。 

 

III．電子デバイス業界の格付 

 
 

 

 

＊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。格付方法の見直しを行った結果、2019 

年 1 月 8 日付の内容から変更はありません。 

電子部品 半導体・薄型パネル 電子部品 半導体・薄型パネル

製品競争力 ◎ ◎ 収益力 売上高営業利益率 ◎ ○
顧客基盤 ◎ ○ ROA ◎ △

技術力・開発力 ○ ◎ EBITDAマージン ○ ◎

EBITDA/総資産平均 △ ◎
規模・投資余力 EBITDA ◎ ◎

自己資本 ◎ ◎

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 ○ ○

財務構成 自己資本比率 ◎ ◎

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　電子部品：比較的大きい、半導体・薄型パネル：大きい

重要度
指標

財務リスク個別企業リスク

重要度


