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この格付方法ではいわゆる BtoB という商取引の形態を切り口に機器や関連サービスを提供する企業

を一括りにし、評価項目を整理する。企業や官公庁などを顧客とし、生産、開発、サービス提供に使用

する設備機器及び設備機器に必要な部材・器具を手掛けるメーカーを適用対象とする。日経業種分類で

例を挙げれば機械、電気機器、精密機器、その他製造業などで法人取引を行う企業・事業だ。国内のニ

ッチ市場に集中している企業もあるが、格付方法の前提はグローバル市場で捉える。なお、設備機器等

に含まれる場合でも、個別に格付方法を制定する業種については当該格付方法を適用する。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

設備機器等に属する企業は多様であり、ユーザーや製品、ビジネスモデルによって抱えるリスクが異

なるため、この格付方法では共通のベースとなる産業リスクを示す。その企業が所属する業界や取り扱

う製品によって相違する点は個社を評価する際に織り込む。 

グローバルにみた設備機器の市場規模は、数百億円規模のニッチ分野から十兆円を超える規模の製品

まで多岐にわたり、市場が成熟したものから高成長が期待できるものも含まれる。景気サイクルや設備

機器を利用するユーザーの投資動向の影響を受けて、短期的な受注の振れ幅はあるものの、新興国の経

済成長を背景に、総じて比較的堅調な成長を見込める。設備機器を利用するユーザーが当該領域の専門

家であることから、価格だけで勝負できる製品ではない。大量生産モデルが馴染みにくい企業・事業が

多く、投資負担が比較的軽いことも特徴の 1 つだ。以上を踏まえ、設備機器等の産業リスクを中程度と

みている。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

設備機器等の対象となる製品を全て積み上げれば少なくとも数十兆円規模になる。ただ、BtoB とい

う枠組みは同じであっても、相互に無関係な製品の市場を一括りにみることはできない。数百億円程度

のニッチ分野を対象とするものから、十兆円を超える規模のものまである。 

成長性も様々だが、生産性向上を企図したユーザーによる継続的な更新投資、新興国における新規投

資などを通じて、中長期的にみれば世界の経済動向に連動した成長が期待できる。 

市場のボラティリティーはやや大きい。設備機器の受注は景気変動に深く関わり、景気交替の端境期

設備機器等 
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に大きく振れる傾向にある。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

ユーザーによる内製や新規参入がある程度可能で新興国メーカーの存在感が高まっている分野もあ

り、競争状況は比較的激しいと評価している。ただ、消費者向けの製品に比べて、ユーザーが製品に求

める信頼性、耐久性のハードルは高い。製品により設備機器メーカーの得手不得手があり、用途や地域

ごとに市場が細分化されていることが多く、特定分野で顧客を囲い込むこともある。結果的に、ニッチ

分野でほぼ独占企業となっていたり、一定の市場規模でも寡占化が進んだりすることがある。 

手掛ける製品の機能進化を通じて、ユーザーへの訴求力を強めていくことが重要だ。精度が求められ

る製品では技術力で優位にあるメーカーの地位は揺らがないものの、新興国を中心にユーザーの低価格

志向は強い。国策として地元企業に優先的に発注するケースもある。機器単体の優れた製品開発力だけ

では、新興国メーカーとの競争を回避できない。統合的なシステムソリューションとしての提案やデジ

タル化への対応なども差別化のポイントとなる。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

顧客の継続性は比較的高い。ユーザーは生産性の低下を避けるため設備を他社製品に変更することに

は慎重になる。ユーザーに対する製品の導入サポートや技術習熟の機会提供などによって顧客との結び

つきを強めるケースもみられる。また、設備機器等のビジネスモデルには製品の納入で取引が完了する

ものと、アフターサービスの提供や消耗品・交換部品などの供給を通して、継続的に取引するものがあ

る。後者の場合、機器の使用状況を継続的に把握することで次回の製品開発につなげられるほか、更新

時期が近づいた際に新製品をタイムリーに提案できるといったメリットもある。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

特定製品を大量生産することもあるが、手組みの部分が残る。設備投資の負担はさほど重くない。多

くの場合は部材を外部調達に依存したり、ユーザーに納入してから検収を経て売り上げ計上したりする

ケースがあり、運転資金が重くなりやすい。顧客ごとの特注品を手掛ける場合、仕様の異なる部材が多

数必要になり在庫負担を押し上げることがある。 

 

（5）保護・規制、公共性 

産業振興を目的に自国メーカーを優遇するなど政府の方針が反映されることがあるが、それが特定企

業の保護・規制に結び付くわけではない。 

多くの国・地域で環境保護に関する規制が導入・強化されており、規制内容の変更で原材料や製品設
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計の変更を余儀なくされることがある。競争力の低下を招くリスクがある一方で、新たな収益機会にも

なり得る。医療機器の場合、各国の医療行政の影響を受ける。規制当局の承認・許可が必要であること

が参入障壁を築いている一方、医療費の抑制に向けた取り組みが需要と販売価格の下押し圧力になる。 

プラスとマイナス双方の影響があり、総じて保護・規制、公共性は産業リスクに中立だ。 

 

（6）コスト構造 

大規模な設備投資を必要としないこともあって、製造固定費の負担は比較的軽い。ただし、自社内で

製造する部材が多くなく、素材や部材価格の影響を受けやすいため、原材料コストなどの上昇時に収益

性が圧迫される傾向がある。 

研究開発費は将来の競争力の源泉で、半導体など技術革新のサイクルが短い製品向けでは開発費負担

が重くなりがちだ。継続的に多額の研究開発投資を続けなければ競争力が劣後する企業の場合、コスト

構造は硬直的になりやすい。新技術の獲得や販路の拡大を目的とした企業・事業買収が活発な領域では、

無形固定資産の償却費負担も重くなる。 

 

2．個別企業リスクの見方 

各社の事業リスクは、BtoB の設備機器や関連サービスを手掛けるメーカーに共通する産業リスクを

踏まえたうえで、個別企業が抱えるリスクを加味して決定する。 

 

（1）展開市場の規模・需要特性・シェア 

これらの項目は手掛ける製品・事業の収益基盤を評価するベースとなる。収益の規模・成長余地をみ

るために展開市場の規模や広さが重要になる。市場規模が大きく、広がりがあれば収益獲得機会の拡大

につながる。ニッチ市場の場合や国内市場に限られる場合、利益・キャッシュフローに制約が生じる。

主要製品が多岐にわたれば、製品の分散効果によって、収益の安定化にも寄与する。 

需要特性は手掛ける製品・事業によって異なるため、成長性や変動性といった要素を評価する。例え

ば、世界的な人件費の高騰や生産現場の人手不足を受けて、省人化に寄与する製品は需要の変動性が大

きい半面、中長期的にみれば比較的高い成長性が期待できる。官需中心の製品や規制当局の承認・許可

が参入障壁を形成している医療機器は需要の安定性が相対的に高い。こうした需要特性を持つ製品・事

業を手掛ける場合、収益の見通しが立ちやすい。 

シェアは展開市場における競争力を表す重要な指標だ。市場地位が高ければ、川上、川下に対する価

格交渉力で優位に立ちやすい。グローバルベースのシェアを重視しているが、市場が細分化されており、

特定の用途や地域で高いシェアを握る場合も一定の評価ができる。競合他社との相対的な市場地位にも

目を配る必要がある。高いシェアを確保している企業でも拮抗する競合他社が存在する場合、交渉力で
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抜きん出ることは容易ではない。 

 

（2）需要先の分散 

需要は景気など外部環境の影響を受けやすいものの、需要先（ユーザー・エンドユーザー）の業種や

事業領域が分散していれば、業界固有の景気サイクルの影響を緩和できる。特定需要先の受注が減少す

るリスクへの対応力という観点では、業種内の顧客の分散が重要だ。販売地域が分散していれば、特定

地域の景気変動の影響を軽減できるため、地域分散の度合いも重視している。 

需要先の分散を評価するに際しては、各顧客との取引の継続性を考慮する。需要先が分散していても、

取引の安定性に欠ける場合、収益は振れやすく、高い評価につながりにくい。ユーザーにとってスイッ

チングコストが高く、同一製品を持続的に使用する関係を築いていれば、評価にはプラスとなる。 

 

（3）継続的な安定収益源 

BtoB のビジネスモデルの場合、景気変動の影響を受けやすい。設備の安定稼働に不可欠な保守サー

ビスや消耗品・交換部品の販売など、安定的な収益を上げる仕組みを構築していればプラスに評価でき

る。ストック型ビジネスから得られる利益あるいは売上高の構成比や厚みを確認し、キャッシュフロー

の安定化に寄与しているかが重要になる。 

 

（4）製品の代替リスクと技術対応力 

基本的に製品の代替リスクは小さいとみている。ただし、特定の用途に特化した製品の場合、ユーザ

ーの 終製品や製造方法の技術革新の過程で市場が喪失するリスクがある。現時点で強い競争力を備え

ていても、相当程度代替されるリスクが大きい製品・事業は高い評価になりにくい。 

技術対応力は将来にわたって市場地位・収益基盤の維持・拡大を担保する源泉だ。技術・ノウハウの

蓄積、保有する技術の幅広さなどをベースに、業界やユーザーのニーズを踏まえた技術トレンドへの対

応状況を精査する。 

 

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。設備機器等の業界では、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、売上高営業利益率 

収益力はその企業の持つ技術や販売、価格交渉力を含めた総合的な製品競争力を端的に表している。
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高い信用力を保つには、景気悪化で受注が落ち込んだ際でもキャッシュフローをプラスに保てるだけの

収益力が求められる。 

収益力の評価では EBITDA マージンを 重要視する。製品・事業が多岐にわたり、償却費負担も異

なるなど、コスト構造の違いは大きい。売上高営業利益率や総資産事業利益率（ROA）は横比較が容易

ではなく、EBITDA マージンが適していると考える。研究開発投資の余力をみるうえでは、償却後でも

十分な利益を生み出している必要があり、売上高営業利益率も重視している。 

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

投資負担が重くない製品・事業が多いとはいえ、競争力を維持・強化するうえで海外展開や事業領域

の拡大、新工場の建設といった際には投資負担が膨らむ。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。 

自己資本の厚みも重視している。急激な受注の落ち込みに直面すれば、コスト削減が間に合わず赤字

に陥ったり、生産設備や棚卸資産などの損失処理を迫られたりする場合がある。そうした際、自己資本

がリスクバッファーとして機能する。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率、純有利子負債営業 CF 倍率 

設備機器の大半の製品は、個人向けの製品に比べてライフサイクルが長い。新製品への切り替えも頻

繁ではない。A ゾーンの目安として必ずしも実質無借金である必要はないが、キャッシュフロー創出力

を大幅に超える有利子負債を抱える場合は、設備投資や研究開発といった事業運営の柔軟性を失う懸念

が生じる。 

製品・事業によっては、運転資金が重くなりやすく、部材・消耗品を中心とする在庫負担も重くなり

がちだ。純有利子負債と EBITDA との対比だけでなく、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にも注意を払う。 

 

（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） 

自己資本比率は過剰な財務レバレッジになっていないかを確認するうえで重視する項目だ。景気に応

じて受注の急減も想定される業界なだけに、一時的な赤字を吸収できるだけの資本負債構成を保つ必要

がある。ネット D／E レシオも含め、財務構成は資金調達余力を見るうえでも重要になる。 
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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。 

III．設備機器等業界の格付 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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

展開市場の規模・需要特性・シェア ◎ 収益力 EBITDAマージン ◎

需要先の分散 ◎ 売上高営業利益率 ○

継続的な安定収益源 ◎ 規模・投資余力 EBITDA ◎

製品の代替リスクと技術対応力 ○ 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　中程度

個別企業リスク 財務リスク


