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本格付方法は、主として高炉一貫の鉄鋼会社の信用力評価に適用する。 

鉄スクラップを原料とする電炉系の普通鋼及び特殊鋼メーカーは、市場規模や競争状況、コスト構造、

原料調達などの面で高炉一貫の鉄鋼会社とは異なることから、別に格付方法を定めている。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

鉄鋼は製造業・非製造業を問わず幅広い分野で使用される基礎素材だ。原料の埋蔵量が豊富なうえ、

大量生産技術が確立されていることから比較的安価に生産することができる。目的や用途に応じて様々

な機能・特性を鋼材に付与できるうえ、加工技術も広く普及しているので、素材として使い勝手が良い。

このためグローバルでの市場規模は大きい。 

鋼材の用途は経済の発展段階に応じて変化する。経済の離陸期や成長の初期段階では土木・建築向け

の条鋼類が大半を占め、鉄鋼需要は GDP（国内総生産）の伸び率を上回る。一方、産業構造が高度化し

経済が成熟してくると、製造業向けの鋼板類や鋼管類の比率が高くなり、需要の伸び率は鈍化していく。 

鋼材は特定の品種を除いて差別化が難しく、価格はその時々の需給を反映して決まる。供給能力が需

要量を追い越すと、長期間にわたって市況が低迷するリスクがある。原料市況とともに鋼材価格の変動

性は高まっている。市場のボラティリティーは大きい。 

鉄鋼は代表的な装置産業で、製造設備の導入には周辺インフラを含めて巨額の投資を必要とする。投

資回収には長期間を要するが、基本となる製造プロセスは確立されており、設備の経済的価値が短期間

で低下するリスクは小さい。他素材への代替や顧客の嗜好変化によって需要が減少する可能性は低く、

在庫の陳腐化リスクも小さい。このため設備・在庫投資サイクルは比較的長い。 

以上のような業種特性を踏まえ、鉄鋼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 

鉄鋼産業の市場規模は大きい。先進国での需要は経済動向の影響を受けるが、インドや ASEAN（東

南アジア諸国連合）など新興国では引き続き旺盛な需要が見込まれる。グローバルでみれば、鉄鋼市場

は今後も一定の成長が期待できる。 

鉄鋼製品は自動車・家電などの耐久消費財、飲料缶などの消費財、建設機械・産業機械などの生産財、
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油井管やパイプライン用鋼管などの資源・エネルギー関連、土木・建築と用途が極めて広い。需要家は

特定産業に偏っておらず、鉄鋼需要は経済全体の活動に影響される。一方、鋼材価格はその時々の需給

バランスの変化を反映し、大きく変動する。需給が構造的に悪化した場合、長期間にわたり市況が低迷

するリスクがある。鉄鉱石や原料炭といった主原料のほか、合金鉄など副資材やエネルギーの価格は需

給に加え様々な要因で振れ易くなっており、それに伴って鋼材価格の変動性も高くなっている。市場の

ボラティリティーは大きい。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

世界各国に国営・民間を問わず多数の製鉄会社が存在する状況が長らく続いていたが、2000 年代以

降、世界的に M&A（合併･買収）が活発化し、先進国を中心に業界再編が進んだ。日本では 2 大メーカ

ーが圧倒的な市場シェアを握り、競争環境は比較的安定している。 

世界粗鋼生産量の 6 割を占めるようになった中国企業の存在感が増している。中国政府の政策次第で

は、グローバルでの競争環境が厳しさを増す可能性がある点には注意が必要だ。比較的安定した需要成

長が期待できるインドや ASEAN では高炉の新設が進むなど、供給能力は強まる方向にある。 

技術力が求められる高級鋼の需給構造や競争状況は比較的安定しているが、高級鋼を主体とする鉄鋼

会社であっても、一定の生産量を確保し単位当たりの製造コストを引き下げる必要がある。ボリューム

ゾーンの販売競争を避けて通ることはできず、競争状況は比較的厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

鋼材の多くは成分や規格・寸法などが定められ、基礎素材、 終製品として汎用性が高い。このため

建設用鋼材を中心に汎用品分野ではメーカー間で製品の差がつきにくく、一般的に顧客の継続性は低い。

ただし、自動車、造船、建設機械・産業機械、資源・エネルギー産業向けといった特定の分野で使用さ

れる鋼材は、品質への要求水準が高いうえ、 終製品の機能を高めるために鉄鋼会社とユーザーが共同

で材料の研究・開発を進めているケースも多い。このようにユーザーからの認定取得が必要な品種につ

いては、顧客の継続性は高くなる。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

高炉など鉄鋼の製造設備の物理的な耐用年数は長く、古い設備でもうまく活用すれば十分戦力になり

うる。高炉以外の製鉄法として生産法が確立されている電炉や直接還元鉄などは、プラント 1 単位当た

りの生産量が高炉と比べて小規模なうえ、製造できる品種もある程度限られる。設備の経済的価値が短

期間で低下するリスクは小さい。今後は二酸化炭素削減に関連して多額の投資が必要となるが、長期間

にわたる取り組みとなるため、既存の設備が一気に陳腐化することは考えにくい。 
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鉄鋼はプラスチックやアルミニウム、チタン、炭素繊維など、様々な素材と競合する。ただし、価格

競争力のほか加工性やリサイクル性などに優れることから、他素材に代替されることで需要が大きく減

少していく可能性は低い。顧客の嗜好変化が需要構造に影響を及ぼすことはない。鋼材在庫が短期間で

陳腐化するリスクも小さい。 

鉄鋼会社が保有する在庫のほか、流通・加工業者、トレーダーと呼ばれる業者が抱える市中在庫があ

る。不況に突入して荷動きが停滞し、市況が下がり始めると、各段階で在庫調整に動き出し、それが市

況下落に拍車をかけるケースが少なくない。鋼材、原料の価格変動に伴う在庫評価損益の発生や運転資

金負担の増大などには注意が必要だ。 

 

（5）保護・規制、公共性 

鉄鋼は産業の上流に位置し、雇用の裾野も広い。それだけに他国からの輸入量が増えて自国の鉄鋼産

業が弱体化するようだと、アンチダンピング課税やセーフガードが発動されがちだ。ただ、その対象は

特定の品種に限られ、全鉄鋼製品で輸出入が制限される事態に陥る可能性は低い。信用力評価上、特に

考慮すべき国の保護や規制はないと判断している。 

各国政府の二酸化炭素排出量の削減策がどのような影響を与えるかには注意を要する。カーボンプラ

イシングなどの導入やその仕組みは各国で違いが出るとみられるうえ、個社の取組状況や成果によって

も影響は異なってくる。二酸化炭素削減への取り組みは、産業リスクではなく個別企業リスクの評価に

反映する。 

 

（6）コスト構造 

高炉一貫製鉄所の運営には、製造設備の導入や周辺インフラの整備に多額の投資が必要となる。設備

の維持･補修にも相応の費用がかかる。この結果、減価償却費や修繕費など固定費の負担が重くなり、

コスト構造の柔軟性は総じて低い。 

製造原価に占める原料費の割合が相応に大きい。原料価格の変動分を鋼材価格に即座に転嫁するのは

容易ではない。原料価格のボラティリティーの上昇は、安定的に収益を確保するうえでのリスク要因に

なる。 

 

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。 
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（1）製鉄所の競争力 

製鉄所の固定費を賄うためには生産量が多い方が有利であり、生産規模が競争力を決定する重要な要

素の一つとなる。全社合計の数値だけでなく、製鉄所単位での規模や付帯設備の状況、生産性の高さな

どから競争力を評価する。 

二酸化炭素排出コストが高く設定された国・地域に構える製鉄所は、その影響度を精査し評価に反映

する。 

 

（2）製品構成と技術力 

鋼材価格は一般的に市況性が強い。ただ品種によって需給動向は異なり、特に技術で差別化できる高

付加価値製品であれば、市況変動の影響をある程度抑制することが可能だ。こうした製品を幅広く取り

揃えることが、収益の安定性を高めるうえで有効となる。 

鉄鉱石から炭素を用いて酸素を除去する高炉を用いた製鉄プロセスは、高品質の鉄鋼を安価且つ大量

に生産できるが、多くの二酸化炭素を排出する。世界的に環境問題への意識が高まる中、二酸化炭素排

出量の削減が鉄鋼各社の重要な経営課題になっている。カーボンニュートラルの実現には、製鉄プロセ

スの抜本的な見直しや環境配慮型製品の市場投入など高い技術力が欠かせない。研究開発費や設備投資

など多額の財務負担を強いられる。一方、技術開発で他社に先行できれば製品競争力の強化や技術供与、

需要獲得など収益機会は広がる。 

 

（3）顧客基盤 

建設用鋼材は物件ごとに調達先が変わるなど顧客の継続性が低い。一方、製造業や資源・エネルギー

産業向けの鋼材は、スペックや品質への要求度が高く、継続性が高い。こうした領域での顧客基盤の強

弱を通じて、販売面での安定性の高さを評価する。 

顧客基盤の強さは生産・販売の安定性向上に資するだけではない。鉄鋼会社が高級鋼の競争力を高め

ていくには技術の蓄積が重要となるが、その際、自社で基礎研究を積み重ねるだけでは不十分であろう。

ユーザーと共同で、製品の実用化及び量産化を進めていくことが、技術力の向上にも欠かせない要素と

なる。 

 

（4）地域展開力 

本拠を置く地域でしっかりした収益基盤を構築していることが重要だが、その市場もいずれは成熟す

る。このため需要が伸びる地域への展開を含めて、グローバルに生産・販売体制を広げていくことが、

持続的な成長には欠かせない。 
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（5）原料調達力 

安定した操業には鉄鋼原料の安定調達が欠かせない。このため複数の鉱山と長期契約を締結するなど

して、必要量を安定的に確保することが求められる。 

原料価格の変動性が高まる中、調達の安定性とともに、自社権益を保有することで鉄鋼事業の利益変

動を緩和できる体制を整えることも重要だ。原料市況変動への抵抗力を評価するうえで、必要量に対す

る資源権益の保有状況に着目する。 

 

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。 

 

（1）収益力 

総資産事業利益率（ROA）、売上高営業利益率 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）／総資産平均 

鉄鋼は典型的な装置産業であり、投下資本から効率的に収益を上げているかが極めて重要となる。利

益ベースの資産効率として ROA、キャッシュフローベースの資産効率として EBITDA／総資産平均を

重視している。収益性を評価する指標として売上高営業利益率も重視している。 

資源権益や合弁事業などの利益貢献度が高まっている会社については、受取配当金や持分法投資損益

の効果を適切に評価に反映する。EBITDA についても同様だ。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

規模・投資余力を見るうえでは EBITDA と自己資本を重視している。 

鉄鋼の製造設備は常に一定水準の更新投資を必要とする。さらに企業として長期的に発展していくに

は、生産能力の拡大や製品の高級化、資源権益の取得、国内外における企業買収などの戦略投資も欠か

せない。こうした戦略投資を機動的に行うには、十分なキャッシュフローを恒常的に生み出す力が求め

られるため、EBITDA の規模をより重視している。 

 

（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 

有利子負債をその返済原資となるキャッシュフローにより何年で返済できるかは、負債の負担感を評

価するうえで重要な指標だ。有利子負債の返済原資としてキャッシュフローを考える場合、EBITDA だ
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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。 
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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。 

けでなく、営業活動によって実際に生み出された資金を示す営業キャッシュフローとの対比も重視して

いる。 

 

（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） 

資本負債構成を適切に管理し、財務運営の自由度を高めておくことが信用力の安定性向上につながる

ことから、ネット D／E レシオを重視している。 

需要構造の変化に対応した事業再構築、または予期しない収益悪化に備えて、財務基盤を強化し財務

耐久力を高めておくことが重要だ。自己資本の厚みに加えて、自己資本比率も重視している。 

 

III．鉄鋼（高炉一貫）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

製鉄所の競争力 ◎ ROA ◎

製品構成と技術力 ◎ 売上高営業利益率 ○

顧客基盤 ◎ EBITDA/総資産平均 ◎

地域展開力 ◎ EBITDA ◎

原料調達力 ○ 自己資本 ○

純有利子負債EBITDA倍率 ◎

純有利子負債営業CF倍率 ○

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

産業リスク　中程度

財務構成

債務償還年数

規模・投資余力

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

収益力


