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ニュース証券株式会社 【関東財務局長（金商）第138号】

加入協会  日本証券業協会 主な事業  金融商品取引業                                                                                  

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク（カウンターパーティーリス

ク）、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・

投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリス ク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断に

て行ってください。シンガポール株式へのご投資には、 当社が定めた外国株取次ぎ手数料（最低手数料8,400円）が必要です 。外国株式の売買に

あたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

VX        D 作成：ニュース証券株式会社150109

ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）

―ミャンマーで最大手の不動産開発会社、不動産事業を中核にして多角化を推進中―

会社概要

ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA Strategic Holdings, YOMA）は、サージ・パン氏

が設立した SPA グループの傘下企業のひとつです。

姉妹企業に、ファースト・ミャンマー・インベストメント（FMI）があります。YOMA と FMI は、

不動産開発、農業、自動車販売代理店、小売、ホテル・観光などのサービス事業を、それぞれ単独で、

あるいは合弁事業として手掛けています。FMI は、金融サービスと製造業にも進出しています。

しかし、YOMA の中核事業は不動産開発事業であり、2014 年 3 月期連結決算の売上に占める不動産

事業の比率は 94.0％となっています。

ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）の主要事業の状況

不動産開発管理・事業

YOMA の主要な不動産開発案件は、ミャンマー最大の都市、ヤンゴン市とその近郊で開発されていま

す。これらの案件は、① FMI シティ案件、② パンライン・ゴルフリゾート案件、③ スターシティ案件、

④ ランドマーク開発案件となっています。
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① FMI シティ開発案件

同開発案件は、ヤンゴン市の中心部から 9 マイル、ヤンゴン国際空港から 2 マイルに位置しており、

465 エーカーの敷地内に、中間所得者層を対象とした集合住宅を開発しています。スポーツ・レクレー

ション施設、スーパーマーケット、銀行、飲食店の整備も行っています。

同開発案件は、1995 年から販売が開始され、現在、ほぼ開発が完了する段階となっています。

② パンライン・ゴルフリゾート開発案件

同開発案件は、ヤンゴンから西に 8 マイルのラインと、パンライン川の間に位置する 652 エーカーの

場所に、高所得者層を対象とした高級住宅を開発しています。また、ゲーリー・プレーヤーが設計した

18 ホールのゴルフ場も備わっています。

同開発案件は、2002 年から開発が始まっています。2015 年 3 月期の上半期の販売実績は、「ローズ・

ガーデン」は 26 戸のうち 6 戸、「バンブー・グローブ」は 12 戸完売、「フェアウェイ・ヴィラ」が 3 戸

のうち 1 戸となっています。下半期は、3 ヶ所のヴィラ及びテラスで、計 60 戸は販売される予定です。

また、家具付きの賃貸マンションは人気が高く、全 16 戸が賃貸されています。

③ スターシティ開発案件

同開発案件は、ヤンゴンの南東 6 マイルのタンルインに位置した 135 エーカーの敷地に、中間所得者

層を対象とした 9,000 戸以上のマンションと住宅、ショッピングモール、商業施設を建設する計画です。

タンルインはまた、日本が官民挙げて支援を行っているティラワ経済特区に隣接しています。

マンション開発は、「ゾーン A」、「ゾーン B」、「ゾーン C」、「ゾーン D」の 4 つの区域（ゾーン）に分

けて、開発が進められています。2014 年 9 月 30 日現在、「ゾーン A」と「ゾーン B」で合わせて、1,571
戸が分譲され、うち 1,490 戸が成約しています。その成約率は 95％です。

昨年末、日本経済新聞が発表した「2014 年版アジアのヒット商品」で、ミャンマーのヒット商品とし

て、第 2 位にランクされたのが、ミャンマー初のベッドタウン「スターシティ」です。その記事の中で、

第 1 期の区画がほぼ完売と報じられています。

パンライン・ゴルフリゾートと同じように、スターシティの家具付き賃貸マンションの人気も高く、

空室率は低い状態が続いています。

「ゾーン C」の開発は、サードパーティーの投資家と協働して行われます。「ゾーン B」の開発から、

取り入れられた手法で、ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）は、サードパーティーに、

将来のマンションの建設と管理を行うことのできる土地開発権（LDRs）を売却します。

マンションの販売と比べて、LDRs の売上は、利幅が薄いために、最近の決算をみていますと、売上

総利益率が低下する傾向にあるのがわかります。

「ゾーン D」の開発計画は未定です。スターシティの開発は、2012 年から 2022 年頃まで行われる予

定です。同開発案件は、YOMA の業績を左右する大きな要因のひとつです。
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④ ランドマーク開発案件

同開発案件は、ヤンゴンのダウンタウン、トレーダーズ・ホテルと、ボージョー・アウンサン・マー

ケットの間に位置しています。10 エーカーの敷地内には、ミャンマーを代表するグランド・ミーヤタ・

ホテルと、旧ビルマ鉄道本社ビルがあります。ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）は、

同開発案件に参加する権利の 80％を 8128 万ドルで、SPA グループと、タイのナワラット・パタナカン

（NWR）との合弁会社であるミーヤタ・インターナショナル・ホテルから購入する予定です。

同開発案件は、YOMA が単独で開発を行うのではなく、海外企業も含めた共同事業となる予定です。

今回、海外パートナーになっているのは、国際金融公社（IFC）、アジア開発銀行（ADB）、三菱地所、

三菱商事、香港＆上海ホテルズです。

2017 年から 2018 年を目途に、5 つ星ホテル（ペニンシュラ・ホテル）、5 つ星最高級マンション、ビ

ジネスホテル、エグゼクティブ向けマンション、オフィスビル、複合商業施設（モール）の建設を行う

計画です。

2015 年 3 月期の第 2 四半期（2014 年 7 月～9 月）および上半期（2014 年 4 月～9 月）決算の状況

2015 年 3 月期の第 2 四半期（2014 年 7 月～9 月）の売上は前年同期比 53％増の 4122 万シンガポー

ルドル、売上原価は同 73％増の 2569 万シンガポールドル、売上総利益は同 28％増の 1553 万シンガポ

ールドル、税引前利益は同 171％増の 1608 万シンガポールドル、純利益は同 222％増の 1076 万シンガ

ポールドルとなっています。

売上の 91％を占めている不動産部門、特に同部門のフラッグシップで、売上全体の 80％を占めている

スターシティの売上増が、YOMA の増収に大きく寄与しています。スターシティの「ゾーン C」開発に

際し、サードパーティーに土地開発権（LDRs）を販売し、2520 万シンガポールドルを得たことが最も

大きな増収要因です。

不動産部門の売上に占める土地開発権（LDRs）の売上比率は、前年同期の 57％から今四半期は 69％
まで上昇しました。一方、相対的に利益率の高い住宅販売の売上比率は、41％から 22％に下落していま

す。その結果、売上総利益率は前年同期の 44.9％から今四半期は 37.7％に低下しました。
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2015 年 3 月期の上半期の売上は前年同期比 39％増の 5834 万シンガポールドル、売上原価は同 58％
増の 3813 万シンガポールドル、売上総利益は同 13％増の 2041 万シンガポールドル、税引前利益は同

167％増の 1995 万シンガポールドル、純利益は同 224％増の 1220 万シンガポールドルとなっています。

2013 年度のバランスシートをみてみます。好調な不動産販売を受けて、現金及び現金同等物、売掛金

が増加しています。2014 年 9 月末時点の 1 株当たり純資産額は 36.9 セントとなっています。2014 年 3
月末は 32.1 セント、2013 年 3 月末は 30.9 セントでした。

2020 年までの事業目標と 2011 年 3 月期決算以降の業績推移

今後 5 年間のヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）の経営目標は、ミャンマーの国内

事業の多角化を進め、2020 年までに不動産以外の部門の売上比率を 50％まで引き上げることです。

YOMA の創業者のサージ・パン会長は、彼が率いる SPA グループを、ミャンマー最大の複合企業（コ

ングロマット）に育てること目標としています。
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そのために、YOMA は、中核事業の不動産開発の他にも、自動車の中古車販売市場、バガンでの観光

事業、ホテル、小売サービス事業、投資事業などの参入を行っています。しかしながら、不動産部門の

売上成長は、新規事業の売上を大きく上回っており、売上全体に占める不動産部門の比率は、年々少し

ずつ下がっていますが、依然として 90％を上回る状態が続いています。

他の事業部門の動きと、最近のニュース

ヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）が手掛ける他の事業部門の動きと、最近のニュ

ースを振り返ってみます。

自動車事業は、中国の東風汽車との代理店契約を解消し、三菱自動車、日野自動車、フォルクスワー

ゲンと新たに代理店契約を結び、中古車販売、軽トラック事業に加えて、乗用車市場、自動車整備市場

へ参入しました。また、タイヤ事業に関して、三菱商事と合弁企業を設立しました。

バガンでの気球観光事業では、合弁企業への出資比率を引き上げています。2014 年 3 月期の売上に占

める観光事業の比率は 5.3％と不動産開発事業に次いでいます。

投資事業では、通信事業参入を目指した際に、コンソーシアム（共同事業体）を組んだデジセル・グ

ループの子会社、デジセル・アジア・ホールディンスと提携し、モバイル電波塔の建設・リースを行う

事業に投資しています。

先に、日本経済新聞が発表したミャンマーの「2014 年ヒット商品」第 2 位は、同国初のベットタウン

「スターシティ」と紹介しましたが、第 1 位は、低価格携帯「ウーレドゥー」、第 3 位は、モバイル・バ

ンキング・サービスです。モバイル・サービスに関連した商品の人気が高まっています。

YOMA はまた、三菱商事とファースト・ミャンマー・インベストメント（FMI）が設立した、エレベ

ーターやエスカレーターの輸入・販売・保守サービスを提供する合弁会社に 20％出資しています。

最近のニュースを見てみますと、昨年 10 月、YOMA は、米国外食サービス大手のヤム・ブランズと、

ミャンマー国内で、ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）をフランチャイズ（FC）方式で店舗展開

していくことで合意したと発表しました。これからの経済成長に伴い、中間所得者層が増え、消費が伸

びていくことが期待されています。チキンは、ミャンマー人の嗜好品のひとつです。2015 年、ヤンゴン

市内で、KFC の 1 号店がオープンする予定です。

ジャルックス（JALUX）と三菱商事の両社は、ミャンマー第 2 位のマンダレー国際空港の運営権を、

ミャンマー航空局から譲り受ける契約を締結しています。昨年 11 月、YOMA は、この両社と合弁会社

を設立し、同空港の施設の運営や補修を営む事業に参加することを明らかにしています。

JALUX は、双日と日本航空が出資する商社です。

アジア開発銀行（ADB）からの融資と、YOMA の有償増資

先月、アジア開発銀行（ADB）は、ミャンマー国内のインフラ整備を支援するために、YOMA に 1 億

ドルの融資を実施すると発表しました。融資は 2 回に分割されており、最初の 5000 万ドルは、YOMA
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ニュース証券株式会社 【関東財務局長（金商）第138号】

加入協会  日本証券業協会 主な事業  金融商品取引業                                                                                  

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク（カウンターパーティーリス

ク）、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・

投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリス ク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断に

て行ってください。シンガポール株式へのご投資には、 当社が定めた外国株取次ぎ手数料（最低手数料8,400円）が必要です 。外国株式の売買に

あたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

VX        D 作成：ニュース証券株式会社150109

が出資するミャンマー・タワー社のモバイル電波塔の建設・リース事業、KOSPA 社の冷蔵保存倉庫（輸

送）事業、ヨマ・フリート社の車両リース事業の 3 事業に充てられ、2 回目の 5000 万ドルは、輸送、倉

庫などの物流ネットワークの構築事業、教育事業などに充てられる予定になっています。

YOMA は有償増資を行います。権利落ち日は、2015 年 1 月 12 日（月）、応募価格は、0.38 シンガポ

ールドル、1 月 8 日の終値、0.67 シンガポールドルに対して、43.3％の割引になっています。条件は、

既存株 3 株に対して新規発行株 1 株が割り当てられ、調達資金総額は、1 億 3437 万シンガポールドルに

達する予定です。その資金の使途は、ランドマーク開発事業、トラクター会社、CPCL 社の取得費用、

パンライン・ゴルフリゾート開発事業に割り振られる予定となっています。

直近 1 年間の YOMA の株価とシンガポール ST 指数の動き

直近 1 年間のヨマ・ストラテジック・ホールディングス（YOMA）の株価と、シンガポール ST 指数

の動きをみてみますと、YOMA の株価は、シンガポール ST 指数を、大きくアンダーパフォームしてい

ます。これは、YOMA の株価が、0.6 シンガポールドルから 0.8 シンガポールドルのレンジ内の小動き

に終始したことが大きな理由です。ミャンマーの民主化を好感して、2012 年から 2013 年にかけて、

YOMA の株価は、5 倍以上に急騰しました。2013 年 6 月に、1.039 の最高値を付けたあとは、株価の動

意薄が続いていました。

今年のミャンマーのイベントをみてみますと、今夏、日本の官民が協力して開発が進められている、

ティラワ経済特区の第 1 期開発が完了し、開業する予定です。今秋を目標に、ミャンマー証券取引所の

開設準備も進められています。

「アジア最後のフロンティ市場」として、人気先行で投資家の注目を集めた YOMA の株価は、2 年近

く横這い状態でしたが、その間、売上、総資産、自己資本は、大幅に増加しています。積極経営を行っ

ている YOMA に、改めて注目したいと考えています。

海外株調査室 小畑 直樹


