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この格付方法は、ライトトラックや二輪車を含む広義の乗用車メーカーを対象にしている。車両総重

量が重いトラックを主力とする商用車メーカーは含まない。海外企業にも同じ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 

乗用車は、通勤やレジャーなど、人間の移動手段として使用される耐久消費財であり、購買者は個人

が大半を占める。乗用車市場は規模が非常に大きく、世界経済の成長に伴い拡大余地がある。ただ長期

的な時間軸では、新興国での普及一巡やシェアリングサービスの浸透などから需要台数が頭打ちになる

可能性がある。 

乗用車事業をグローバルに営むには、サプライチェーンの構築に巨額の投資や多くの人員を必要とす

る。参入障壁は高い。それでも世界的には有力メーカーが多く存在し、開発・販売競争を展開している。

これまでのところ過当競争とまではいえず、多くの有力メーカーは利益を確保できる状況にある。しか

しカーボンニュートラルの実現に向けて環境規制は一段と強化される見通しだ。また自動車業界は大き

な構造変化に直面しており、電動化や自動運転、コネクテッド、モビリティサービスといった先進技術

が、需要構造や競争環境に変革をもたらす可能性がある。異業種や新規参入企業との競争激化も見込ま

れる。 

こうした点から、乗用車業界の産業リスクは中程度と判断している。同じ中程度に区分されている業

種の中では相対的にリスクが大きいと認識している。将来的に産業リスクは大きくなる方向にあるが、

内燃機関（エンジン）車の大半が電気自動車（EV）に置き換わり、市街地で完全自動運転が標準的と

なるには長い時間を要するだろう。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

市場規模は 100 兆円を大きく上回っており、全産業の中でも非常に大きい。乗用車は利便性の高い移

動手段として世界に広く普及している。約 3 万点にのぼるといわれる部品を精巧に組み上げて製造する

うえに、安全に対する要求水準が高く、耐久消費財の中で高額な商品となっている。 

長期的にみれば乗用車市場は変動がありながらも拡大傾向にあり、今後もしばらくは一定の成長が見

込めよう。乗用車が大半を占める世界全体の自動車販売はいずれ年 1 億台が視野に入る。日米欧の先進
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国をみると、既に保有率が高く市場は成熟している。需要は買い替えが中心になる。一方、中国やイン

ド、東南アジアといった新興国では需要成長が期待できる。中間所得層や富裕層の拡大に伴い乗用車が

普及していくモータリゼーションの段階を経て、新規購入が需要を牽引していこう。EV が自動車需要

に占める割合はまだ低いが、将来のカーボンニュートラル実現に向けて高まっていくと想定される。 

将来的に新興国での普及率上昇や経済フロンティアの地理的な限界から乗用車需要の伸び率が緩や

かになる可能性がある。また完全自動運転やシェアリングサービスが本格的に普及するようだと、乗用

車を「所有」する形態から、必要な時だけモビリティサービスとして「利用」する形態に顧客の一部が

流れて、新車需要の減少につながる懸念もある。 

市場のボラティリティーは比較的大きい。乗用車は耐久消費財であり、需要は景気動向の影響を強く

受ける。北米やアジアの一部では乗用車購入時にローンやリースを利用する割合が高く、金融市場の情

勢にも左右される。過去には石油危機や金融危機、感染症拡大のような外生的ショックにより、需要が

一時的に急減したこともある。新興国が世界需要の過半を占めるようになり、新興国の政治・経済情勢

が短期的な需要変動のリスクを大きくしている。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

乗用車業界の参入障壁は高い。内燃機関をベースとした乗用車をゼロベースから開発・生産するには

多額の研究開発費や設備投資に加え、多くの人員を必要とする。部品調達のネットワークや、販売・保

守サービスの体制も構築しなければならない。ハード面のインフラ整備に加え、部品設計の相互調整、

徹底した工程・品質管理など、ソフト面のノウハウ蓄積も必要不可欠だ。様々な面で規模の経済性が働

きやすい産業である。 

既存メーカー間の競争環境は厳しい。年間販売が 200 万台を超える日米欧のグローバル企業だけでも

10 社以上にのぼる。メーカーが販売会社や代理店を通じて一定の価格支配力を持つことから、販売単価

の過度な下落は生じていない。中国やインドなどの新興国では外部から技術や基幹部品を導入した低価

格車メーカーも存在するが、先進国企業との差は依然大きい。 

EV や自動運転車の普及は今後の業界構造を大きく変化させる可能性がある。EV はエンジン車に比

べてパワートレイン（エンジンや駆動系装置の総称）の構造が簡易で、部品メーカーとの精緻な擦り合

わせを必要とせず、新規参入は比較的容易と言われる。グローバル展開には一定のハードルがあるもの

の、ローカルでは多くの新興企業が EV 市場に参入している。自動運転の分野では、IT 系企業など異業

種からの参入が目立っている。自動車部品のメガサプライヤーも含めて、先進技術の開発競争が激しい。

業界の内外を問わず新たな協業関係を構築する動きも活発化している。 
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（3）顧客の継続性・安定性 

乗用車は耐久消費財であり、顧客の継続性・安定性が高くはない。市場シェアも中長期的には変動し

ている。乗用車メーカーはディーラー（販売店）網を通じて、車両点検や修理などのアフターサービス

の機会を利用して顧客の囲い込みを図っている。一部にはオンラインによる販売手法も出てきているが、

車両の受け渡しや保守サービスの際に、顧客との接点として販売・サービス拠点の役割は重要だ。  

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

グローバルに事業を展開するには、販売先の現地あるいは関税障壁が低い近接地に生産拠点を構える

ことが重要になる。新たな工場建設や生産ライン増設、既存設備の維持・更新に加え、新型車やモデル

チェンジのための投資も必要だ。乗用車は地域ごとにニーズや嗜好が異なるため、現地でシェアを上げ

るためには地域専用モデルの開発も重要になる。一般的なモデルチェンジのサイクルが 5 年程度である

ことを考えると、投資の回収サイクルは比較的短い。CO2 抑制や排ガス削減といった環境規制対応、ハ

イブリッド車（HV）や EV に代表される電動化技術、先進安全対策や自動運転、ネットに常時接続す

るコネクテッドなど、研究開発投資の対象も多岐にわたる。次世代技術の開発投資や設備投資は増加し

ており、既存領域に比べると投資回収の不確実性が高まることになる。 

在庫投資についてみると、店頭販売が多い米国などでは品ぞろえを充実させるための在庫が必要とな

る。輸出の場合は、洋上輸送の日数が長くなると全体の在庫が多くなる。  

 

（5）保護・規制、公共性 

保護・規制、公共性に関して、各国政府が自動車産業の重要性を鑑みて補助金や減税で乗用車の新規

購入や買い替えを支援することがある。一方、環境規制の強化は乗用車の産業リスクを大きくする方向

に作用する。地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」の適用を受けて、多くの国が 2050

年のカーボンニュートラル実現を目標に掲げている。温室効果ガスの排出削減や大気汚染の抑制につな

がる燃費・排ガス規制は一段と厳しくなる見通しだ。  

 

（6）コスト構造 

多額の設備・開発投資が必要であり、減価償却費や研究開発費用の負担が重い。生産・開発・販売な

ど各部門で多くの人員を雇用しており、全体では固定費の水準が高くなる。外部からの調達部品が多い

ために変動費の比率が高いものの、コスト構造は柔軟とはいえない。販売台数が落ち込んで工場の稼働

率が低下すると、収益性が悪化しやすい。近年はプラットフォームや部材調達先の集約、部品の共通化・

モジュール化などによる原価低減がトレンドとなっている。一方、リコールが一旦発生すると、過去よ

りも対象車種が広がりやすく、損失額が膨らむことになる。電動化や自動運転といった先進技術に対応
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する費用負担を賄うためにも、既存領域の投資・コスト効率化が重要になる。 

 

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。 

 

（1）商品競争力 

乗用車メーカーにとって、商品競争力はキャッシュフローの源泉として も重要な項目である。グロ

ーバルに生産・販売体制を構築していても肝心の商品に魅力がなければ、利益・キャッシュフローに結

び付かない。あまたの競合商品が市場に投入されているうえ、高額商品のため消費者による選別の目は

厳しい。大勢の顧客に選ばれる商品を多く抱えれば収益基盤の強化につながる。主力車種の豊富さ、車

種・セグメントの幅広さ、差別化要素の崩れにくさ、などをもとに評価している。EV をはじめとする

電動化商品の競争力も重要性を増していくことになる。  

 

（2）生産体制 

収益力・キャッシュフロー創出力の安定性や水準の向上には、先進国だけでなく新興国も含めて需要

が大きい地域に効率的に供給する生産体制を構築することが重要だ。現地生産や高稼働率、品質の安定

性を背景にした生産性に加え、各地域の需要動向や為替変動への対応力もポイントになる。部材の現地

調達は生産コストが低い新興国での競争力確保に重要だ。現地生産・調達は当事国との政治・経済的な

摩擦回避につながる。保護主義的な通商政策が実施されたり、経済連携協定（EPA）や自由貿易協定（FTA）

が導入・変更されたりすると、 適な生産地や調達先が変化することがある。 

 

（3）販売力 

収益源の地理的分散や各地域の高い市場地位が、収益基盤とキャッシュフローの安定性につながる。

大手の乗用車メーカーはグローバルに事業を展開しているが、各地域の市場環境は、経済情勢や税制改

正、環境規制などによって変動する。また顧客の嗜好には強い地域性がある。国土が広い北米では SUV

やピックアップトラックなど大型車が売れ筋なのに対し、市街地中心に古い町並みの残るフランスやイ

タリアでは小型車の人気が高い。アウトバーンが発達したドイツでは高速安定走行の性能の高さが求め

られる。新興国でも国により様々だ。同じ国でも所得水準の向上や顧客層の広がりからニーズが多様化

している。中国では、中型車から大型車にかけてのセダンや SUV の需要ウエートが高く、インドでは

低価格小型車が依然主流だ。EV の普及スピードも、各国のエネルギー政策や環境規制、優遇策などに

より地域差が大きくなる。各地域で販売・サービス網を拡充して、収益分散とシェア向上を図ることが



 

 

 

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。 
 

 5/7 

重要になる。 

販売金融事業は、乗用車販売の有効な販売促進ツールになるうえ、連結子会社で展開すれば当該事業

の利益をグループ内に取り込める。そのためには魅力ある金融商品を顧客に提示できる資金調達力やサ

ービス展開力が必要になり、金融資産の質や資金繰りに関するリスク管理も求められる。なお将来的に

はモビリティサービスへの取り組みが販売力につながる可能性がある。 

 

（4）技術力・開発力 

長期的な視点で収益基盤の維持・強化を図るには、技術力・開発力の優位性確保が重要になる。今後

も世界的に環境規制と安全規制が厳格化されていく見通しだ。様々な先進技術により業界構造が変化し

ていく局面でもある。 

燃費改善や排ガス低減には、内燃エンジンの効率化を継続しながら、パワートレインの電動化に対応

していく必要がある。EV は航続距離やコスト、充電インフラなどの問題から、市場の主流になるには

時間を要するとみられるが、開発競争や商品性能で後れを取れば、将来の収益基盤に致命的な打撃とな

りうる。今後の環境規制や優遇策、技術革新の動向次第で EV の普及スピードが変わる可能性もある。

この他、予防安全や自動運転といった先進安全分野に加え、コネクテッドやモビリティサービス分野も

技術開発の重要性が増している。こうした領域ではソフトウエアの開発力が大きなカギを握る。 

 

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。乗用車業界では、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、EBITDA／総資産平均、 

営業 CF／総資産平均、売上高営業利益率 

売上高や資産に対して利益・キャッシュフローを効率的に獲得できているかを評価する。会計基準の

違いに加え、パワートレインなど重要部材の内製度合いの差から、各社の償却費の負担が異なる。この

ため営業利益よりも EBITDA の売上高に対するマージンを重視している。グローバルメーカーにおけ

る中国事業は、ロイヤルティー収入や部品供給などが連結営業利益に反映されるものの、現地企業との

合弁会社を通じた持分法投資損益が業績貢献の中心となるケースが多い。総資産対比の収益力を確認す

る場合は、EBITDA だけでなく、中国合弁会社からの配当収入が含まれる営業キャッシュフローをベー

スとする指標も確認している。これらの指標は、連結全体ではなく、販売金融を除く乗用車の製造販売

を中心とする事業区分を重視している。販売金融事業は資産規模が大きくなる特性があり、会計基準に
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よって売上高の認識基準が異なる場合もあるためだ。 

オートローンなどの戦略的な金利優遇といった販促費について、乗用車の製造販売事業と販売金融事

業との分担の仕方が各社で異なる。モビリティサービスに関する事業を金融子会社が担うことも多い。

こうした点を踏まえ、連結全体の売上高営業利益率も確認している。  

 

（2）規模・投資余力 

 EBITDA、自己資本 

競争力の維持・向上には、好不況に左右されずに、新車開発や生産対応の先行投資が必要になる。業

界構造の変化に対応するために、先進技術開発への投資を増やしていくことも重要だ。こうした投資余

力をみるために、EBITDA の規模を重視している。損失を計上した場合に吸収する財務耐久力として自

己資本の厚みも確認している。 

なお、二輪車メーカーは四輪車メーカーに比べて設備投資や研究開発費の負担が軽く、資産も小さい

点を考慮して、規模・投資余力を評価している。 

 

（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、ネットキャッシュ規模 

乗用車メーカーは、将来の業界構造の変化に備えて、戦略的な設備投資や研究開発投資を増やしてい

く必要がある。一時的な需要急減やサプライチェーンの混乱、大規模なリコール発生などに十分に対処

できる蓄えも重要だ。純有利子負債を抱えずに、ネットキャッシュを多く持つことが高い評価につなが

る。多額の資金調達を要する販売金融事業を除くベースで判断する。 

 

（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） 

不況時にも金融機関から円滑に資金調達を行うには、一定の資本負債構成を保つことが重要だ。損益

悪化や資産減損などへのリスクバッファーという観点もある。販売金融を除く乗用車の製造販売を中心

とする事業の自己資本比率を重視している。ネットD／Eレシオも確認している。販売金融においては、

将来の貸倒損失などに対するリスクバッファーをみるために、販売金融事業の自己資本比率を確認して

いる。販売金融の資産の質が大きく悪化しているようだと、評価にマイナスに響く。 

 

（5）流動性リスク 

事業拡大に応じて資産と負債が膨らむ販売金融事業では、多額の資金調達が必要になる。金融市場の

混乱など不測の事態に備えて、十分な流動性やクレジットラインを確保する必要がある。資金調達源を
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多様化することも重要だ。 

 

III．乗用車業界の格付 

 
 

 

＊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。 

評価項目 重要度 評価項目 基準 指標 重要度

商品競争力 ◎ 収益力 事業 EBITDAマージン ◎
生産体制 ◎ 事業 EBITDA／総資産平均 ○
販売力 ○ 事業 営業CF／総資産平均 ○
技術力・開発力 ◎ 連結 売上高営業利益率 ○

規模・投資余力 連結 EBITDA ◎
連結 自己資本 ○

債務償還年数 事業 純有利子負債EBITDA倍率 ◎
事業 純有利子負債営業CF倍率 ○
事業 ネットキャッシュ規模 ◎

財務構成 事業 自己資本比率 ◎
事業 ネットD/Eレシオ △
金融 自己資本比率 △

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

　　　基準の「事業」は乗用車を中心とする製造販売事業（連結から販売金融を除く）、「金融」は販売金融事業を指す

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

産業リスク　中程度


