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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。ベトナム株式へのご投資には、取扱手数料（【対面取引の場合】約定代金×2.16%（最低手数料800,000ドン）、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150619

ペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）
―ホーチミン証券取引所に新規上場、売電価格遡及修正で大幅な増収増益―

2007 年 6 月に設立された、ペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）は、ホーチミン市の隣の

ドンナイ省で、発電事業を営んでいるニョンチャック電力センターの一部を構成しています。

筆頭株主は、ペトロベトナム・グループ（PVN）傘下のペトロベトナム電力総公社で、NT2 株式の

60％を保有しています。

原材料の天然ガスは、安定した調達を確保するために、同じく PVN 傘下のペトロベトナム・ガス（GAS）
と長期契約を結んでいます。発電した電気は、配電会社のベトナム電力グループ（EVN）を通じて、電

力需要の高いホーチミン市を含むベトナム南部で提供されています。

現在、3 台の発電機が稼働しており、発電量の合計は 750 メガワットで、ベトナムの総発電能力の 2.2％
を占めています。昨年、NT2 は 47 億 6000 万 kWh の電気を供給しましたが、これは、ベトナム国内の

総消費電力の 3.3％に相当しています。

NT2 はまた、既存設備のとなりに新しいガスタービン発電機を建設し、2020 年までに、発電量の合計

を 1,500 メガワットまで引き上げる計画です。

既存発電機の年間供給量、47 億 kWh が維持されることを前提として、2020 年には、年間電力供給量

が 80 億 kWh まで拡大すると考えています。

NT2 の株式は、2010 年 2 月 5 日より、ハノイの店頭市場アップコム市場で取引されていましたが、

2015年6月12日、ホーチミン証券取引所に新規上場となり、売買が始まりました。上場基準価格の23,700
ドンに対し、初日の終値は 25,800 ドンでした。今回の事例のように、新規公開（IPO）を経て、上場す

るのではなく、店頭市場を経て、取引所上場となる事例が、最近、散見されるようになってきました。
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直近 5 年間の業績動向

ペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）の発電機が、順次稼働していくのは、2011 年です。

従って、2010 年は売上がなく、3 つの発電機がフル稼働になるのは、2012 年以降なので、2011 年と 2012
年の業績には大きな差異が生じています。

2014 年の売上は前年比 20.1％増の 7 兆 649 億ドン、売上原価は同 6.7％増の 5 兆 4133 億ドン、売上

総利益は同 104.7％増の 1 兆 6517 億ドン、純利益は前年比 194 倍の 1 兆 5910 億ドンとなっています。

NT2 は、2011 年から 2014 年まで、法人税免除の優遇措置を受けていましたが、2015 年決算から、

法人税に関する優遇措置がなくなります。

2014 年の純利益が大幅に伸びた理由は 2 つあります。

2014 年、NT2 は、ベトナム電力グループ（EVN）と、2011 年から 2020 年までの 10 年間の電力売買

契約を結びました。同契約で定められた電力販売価格が、2011 年から 2013 年までの価格に適用され、

遡及修正されたために、契約締結後、6580 億ドンの遡及売上が計上されました。この遡及売上を除いた



＜顧客配布資料＞ ベトナムレポート

ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ：0120-411-965
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.news-sec.co.jp

作成：2015年6月19日(金)
お問い合わせ

ベトナム新規取扱銘柄レポート

3

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。ベトナム株式へのご投資には、取扱手数料（【対面取引の場合】約定代金×2.16%（最低手数料800,000ドン）、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150619

2014 年の売上は前年比 10％増の 6 兆 4060 億ドン、純利益は同 83.％増の 5300 億ドルです。

もうひとつの理由は為替差益です。2010 年、NT2 は、火力発電所の建設資金として、海外の金融機関

から 2 億 1540 万ドルと 2 億 260 万ユーロの融資を受けています。昨年後半、ユーロが急落しましたが、

ユーロ建て債務の評価替えにより、4040 億ドンの為替差益が生じたことです。

2015 年第 1 四半期は、前四半期比で続落しましたが、第 2 四半期は、急反発するなど、大きな変動と

なっています。2015 年 3 月末時点の NT2 の債務残高のうち 95％が外貨建て債務で、ドル建て債務が、

1 億 4600 万ドル、ユーロ建て債務が 1 億 3300 万ユーロとなっています。半年ごとの返済は、2021 年

まで続きます。ベトナムドンに対するユーロや米ドルの為替変動は、NT2 の業績に強い影響を及ぼしま

すので、NT2 の損益計算書に関する、最も大きなリスク要因として、注意を払う必要があると考えてい

ます。

直近 1 年間のペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）の株価と VN 指数の動き

ホーチミン証券取引所に上場している電力株は、時価総額の大きい順に、ファーライ火力発電（PPC）、

ペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）、ビンソン・ヒンソン水力発電（VSH）の順になりま

す。配当利回りも相対的に高く、PER も 10 倍を下回っています。水力発電に比べ、火力発電は、発電

量が安定しているのが特色ですが、PPC は円、NT2 はユーロと米ドルと、為替動向が波乱要因です。
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ペトロベトナム第 2 ニョンチャック電力（NT2）の株価と VN 指数の動きを相対比較してみますと、

昨年 9 月以降、NT2 の株価は、VN 指数を大きくアウトパフォームしていきます。これは、対ベトナム

ドンでのユーロの急落が大きく影響しています。また、ベトナム電力グループ（EVN）と締結した電力

販売契約での設定価格が、事前の予定価格を上回り、2011 年まで遡及して、価格が修正され、収益が

かさ上げされたこともプラス要因となっています。

2015 年は、こうした特別な一時的な要因が少なくなりますので、減収減益決算になる可能性が高い

と考えています。しかし、発電事業では、2020 年までに、新しい発電所を建設して、発電量を、現在

の 750 メガワットから 1,500 メガワットへと倍増させる計画です。NT2 が位置するドンナイ省は、ホ

ーチミン市に隣接している省であり、電力需要の高い地域向けに発電を行っている企業です。今後 5 年

間は、堅実で安定した業績が続いていく可能性が高いと考えています。業績に対する最も大きな変動要

因は、為替市場でのユーロと米ドルの動きです。

海外株調査室 小畑 直樹


