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この格付方法は、回路形成やパッケージ・検査など、半導体デバイスの製造プロセスを担う装置メー

カーを対象としている。事業特性が似ている FPD（フラットパネルディスプレー）製造装置メーカーに

も準用する。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

デジタル化の進展によるデータ量の増加や半導体の用途の広がりを背景に、半導体の市場規模は拡大

している。それに連動して半導体製造装置市場も大きくなっている。ただ、一定の市況の波は避けられ

ない。資本財という製造装置の特性も変動性を高めている。ユーザーにとって装置のスイッチングコス

トは大きいものの、次世代技術の研究開発をしていることが継続的な取引関係の構築に欠かせず、研究

開発投資は景気サイクルや市況に関わらず必要になる。高水準の研究開発費負担で収支構造は柔軟とは

いえず、利益・キャッシュフローは安定しにくい。こうした点を踏まえ、半導体製造装置業界の産業リ

スクは比較的大きいと判断している。 

産業リスクは具体的に以下のような視点で評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

半導体製造装置市場は半導体デバイス市場のおよそ 1 割半ばのマーケット規模で推移している。社会

の幅広い領域で AI（人工知能）や高速通信が普及し、データの処理量が爆発的に増加している。半導

体の用途も広がってきている。2020 年代に入り、半導体装置の市場規模は一段切り上がったと R&I は

みている。 

大手の半導体デバイスメーカーの投資次第で装置の単年度の市場成長率は上下するが、半導体デバイ

スの用途の広がり、ならびに設備負荷の増大に後押しされ、半導体製造装置市場は中長期的に拡大して

いく公算が大きい。 

半導体市場との相関は高いが、振れ幅は装置市場の方が大きい。市況低迷でデバイスの利益率が下が

ると設備投資にブレーキを踏む動きが広がるためだ。納期延期や受注キャンセルを求められることもあ

り、過去に何度もリセッションを経験している業界だ。かつてに比べて変動性は構造的に小さくなった

要素もあるとはいえ、装置市場のボラティリティーは大きい。 

半導体製造装置 
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（2）業界構造（競争状況） 

半導体製造装置は製造工程や役割に応じて多種多様なものが存在し、工程ごとに必要な技術が異なる。

幅広い装置のラインアップを持つ企業は例外的で、大半のメーカーは強みのある装置が特定分野・技術

に限定されている。装置種別に見ると、参入メーカー数はそれほど多くない。 

半導体デバイスは回路の線幅を狭める微細化・多層化など技術的な進歩を続けている。装置開発の難

易度は増す一方で開発費負担が上昇している。多額の研究開発投資を負担でき、次世代技術の開発・実

用化に先行した上位の装置メーカーが結果的にシェアを上げている。もっとも、半導体の技術トレンド

に沿った装置開発で先行すれば、下位メーカーでも競争力を大きく高めることが可能な業界であるため、

開発に出遅れると上位企業であっても収益基盤が揺らぐリスクがある。次世代装置の開発・受注競争は

比較的激しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

半導体デバイスメーカーにとって、製造プロセスの優劣が品質やコスト競争力に大きな影響を及ぼす。

そのため、先端技術に対応できる開発力を備え、納入実績のある製造装置メーカーの製品を選ぶことが

多い。先端装置の開発に追随できている限り、顧客の継続性は比較的高いといえる。 

半導体の微細化が年々難しくなり、用途に応じた開発テーマやプロセス技術が多様化している。半導

体デバイスメーカーの大手は、主要な製造プロセスで高シェアの装置を揃える装置メーカーと初期段階

から協力して開発を進めている。デバイスメーカーとこうした関係を構築できれば、スイッチングコス

トが上がり、一定の納入シェアを確保できる可能性が高まる。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

技術開発や新製品開発には多額の研究開発費を投じる必要があるが、生産設備への投資額は大きくな

い。作業員が主体となって装置を組み上げるため、専用設備は少なく、設備投資の内容は建屋やクリー

ンルーム、評価機・デモ機などが中心となる。 

リードタイムは長い。 新技術の装置の場合、半導体デバイスメーカーによる量産テストなどに時間

を要することが運転資金に影響する。受注・販売が増える局面では運転資金が膨らみやすい。不況期に

は納期延期の要請やキャンセルを受け、在庫が増えることもある。  

 

（5）保護・規制、公共性 

半導体の用途・裾野は広い。デジタル社会に欠くことができず、安全保障上も重要性が高い。ただ、

その製造に関わる半導体製造装置について、信用力評価で強く反映している保護、規制はない。   
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（6）コスト構造 

新製品開発に先行することが競争力の維持・向上に不可欠な半導体製造装置業界は、売上高研究開発

費比率が 10％を超えるケースが多い。評価・計測用設備や試作品に掛かる費用も含まれるが、研究員の

人件費のウエートが高く、固定費としての性格が強い。 

半導体製造装置の生産を目的とした、償却対象の有形固定資産はそれほど多くない。業績連動賞与や

期間従業員・外部委託の活用などで、コストに柔軟性を持たせている企業は多い。 

 

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）技術開発力 

収益基盤の強さを測る際に、将来にわたる市場地位とその堅牢性を左右する技術開発力を も重視す

る。半導体業界は、性能の向上とコストダウンにつながる微細化やウエハーの大口径化を進めてきた。

コスト競争力の差として出てくる歩留りと時間当たりの生産数量の改善への関心も高い。先端の半導体

デバイスを高い生産性を伴って量産できる装置の重要性が増しており、優れた技術開発力を備える製造

装置メーカーに注文が集まりやすい。 

装置メーカーは自社で半導体を量産しているわけではなく、開発には半導体デバイスメーカーからの

情報提供が不可欠だ。先端装置の開発力を土台に、業界上位の半導体デバイスメーカーと協力して開発

するような関係を構築できれば、競合する装置メーカーに対する差別化になり、将来にわたってシェア

を維持する蓋然性を高められる。もっとも、半導体業界の技術変化のスピードは速い。有力ユーザーと

の関係が良好であっても、技術変化リスクが大きい装置の場合、評価が制約される可能性がある。 

半導体デバイスメーカーからの期待に応えられる開発力を有しているかをみるうえで、研究開発費の

金額にも注目している。技術開発力は投資金額だけで決まるわけではないが、研究開発費にはエンジニ

アの人件費が含まれており、同業他社と比べて見劣りしない金額を研究開発に投じられることがエンジ

ニアの人的リソースの確保にもつながる。  

 

（2）展開市場の規模・特性・シェア 

市場シェアは現在の技術優位性や製品競争力を間接的に表すと考えられる。個々の装置の事業環境は

一様ではなく、装置種別のシェアを評価する。業界における相対的な地位をみるため、装置市場全体に

対するシェアも考慮する。 
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半導体デバイスメーカーは、特定の装置メーカーが技術をブラックボックス化し非常に強い交渉力を

持つことを避けるために、2 社以上の装置メーカーからの複数購買を選好する傾向にある。トップ企業

のシェアが圧倒的であっても、2 位以内のシェアであれば、技術変化に大きく出遅れない限り、その地

位が短期間に落ち込む懸念は小さい。2 位と差がある 3 位以下の場合は評価が制約される可能性が高い。

シェアが低いと環境悪化時に規模と交渉力に勝る上位メーカーとの収益力の差が広がりやすいためだ。

なお、一定のシェアを持つ装置メーカーが多数存在し競争環境が厳しい場合は、シェアが上位でも割り

引いて評価することがある。 

半導体市況に需要が左右される点ではどの装置も同じだが、1）担う役割、2）ユーザーからの要求、

3）技術変化の動向、4）他社との競争環境――などで市場規模や成長性といった特性に違いが見られ、

それも評価に反映する。 

 

（3）安定収益源、収益源の分散 

半導体製造装置需要は振れ幅が大きいため、安定収益源を持つか、収益源の分散が機能していれば、

主力装置の収支悪化の影響を緩和できよう。 

事業・製品の収益源の分散が効いているか、そうした事業・製品は高い競争力と収益力を伴う強い収

益基盤を有しているかを判断する。複数の製造装置を手掛けていれば、収益基盤の安定性を保つのに一

定の効果があると評価しているが、収益変動の抑制という意味では製造装置との相関が低い保守・メン

テナンスのように安定収益源を持つことがより重要である。一方、全体の収益基盤、財務基盤に悪影響

が及ぶような課題事業・製品がある場合は評価にマイナスとなる。 

 

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。半導体製造装置業界では、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）マージン、ROA（総資産事業利益率） 

事業活動を長期的に維持するには、必要な費用・投資を負担したうえで十分な利益を確保できる収益

力・キャッシュフロー創出力が必要だ。収益力は製品競争力の強さを示すとともに、需要減少局面への

対応力にもつながる。 

EBITDA の売上高に対する比率である EBITDA マージンを重視する。企業が生み出す付加価値を示

すうえ、運転資金の影響を除いたキャッシュフローの参考にもなる。同様の製品を手掛ける企業間の比

較にも有益だ。また、資産効率と収益性の総合指標である ROA もみている。 



 

 

 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2022 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。 
 

 5/6 

収益変動が激しい産業だけに、収益力の評価はアップサイド・ダウンサイド両方のリスクを考慮して

判断している。そのため、損益分岐点売上高の高低も評価に影響する。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

将来の収益源確保には、 新装置の開発・製造に必要な投資を賄うだけの収益規模が必要だ。EBITDA

の規模が大きければ、投資の上積みが可能であるほか、需要減少時でも一定の投資余力を確保できるこ

とを意味する。なお、この項目もアップサイド・ダウンサイド両方のリスクを考慮して評価する。 

自己資本は、損失を計上した時のリスクバッファーとしての役割を担う。事業環境の急変や在庫評価

損などで赤字が膨らんだとしても、吸収できる財務耐久力があるかを判断する。 

 

（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 

半導体製造装置メーカーの場合、EBITDA を大きく上回る純有利子負債を抱えてしまうと、不況期に

必要な研究開発・設備投資を抑制せざるを得ないことが懸念される。A ゾーンでは、実質無借金（有利

子負債から手元資金を控除した金額がゼロ以下）であることを求めている。 

実際のキャッシュフローは運転資金や税金の影響を受けるため、純有利子負債営業 CF 倍率もみてい

る。 

 

（4）財務構成 

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）、自己資本比率 

収益基盤の維持に必要な投資を継続できる財務体力があるか、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という観点から、自己資本は厚みだけでなく、自己資

本と純有利子負債や総資産とのバランスといった財務構成も確認している。資本負債構成は、銀行借り

入れなど外部資金へのアクセスでも重要な要素となる。 
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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。 

III．半導体製造装置業界の格付 

 

 

＊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

技術開発力 ◎ 収益力 EBITDAマージン ◎

展開市場の規模・特性・シェア ◎ ROA ○

安定収益源、収益源の分散 〇 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 ネットD/Eレシオ ◎

自己資本比率 ○

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

産業リスク　比較的大きい


