＜顧客配布資料＞ レポート

マーケット レポート

作成：2016年6月28日(火)
お問い合わせ

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

ベトナム市場のプラスチック業界の動き
今回はベトナム市場のプラスチック業界についてまとめてみました。同業種は業績も順調に伸び、外
国人にも人気があります。当社でカバーしているプラスチック・セクター株は全部で 6 銘柄あります。
下の表は、時価総額の大きい順にランキングしています。

時価総額の大きいのは、ビンミン・プラスチック（BMP）とティエンフォン・プラスチック（NTP）
の 2 社です。共に外国人投資家の人気の高い銘柄です。
BMP と NTP の筆頭株主は、SCIC です。SCIC はベトナム政府の投資会社であるベトナム国家資本投
資公社のことです。SCIC は、ベトナム株式市場で話題になっている公社です。
昨年 10 月、ブー・バー・ニン副首相は、SCIC に対し、投資企業 10 社の出資を全額回収することを
認可しました。回収時期については、SCIC が個別に決定することになっています。
全株売却が実施されれば、不動株式数増加による流動性の改善が見込まれることに加え、外国人が保
有上限まで保有している人気銘柄が多いことから、外国人に対する出資規制の緩和も期待されています。
そのリストに含まれる主要銘柄は、時価総額の大きい順に以下の通りです。
ビナミルク（VNM）、FPT コーポレーション（FPT）、ビンミン・プラスチック（BMP）、ティエンフ
ォン・プラスチック（NPT）、ベトナム国家再保険（VNR）です。
SCIC の保有率は、VNM が 45.1％、FPT が 6.1％、BMP が 29.5％、NPT が 37.1％、VNR が 40.4％
となっています。時価総額上位 3 社の VNM、FPT、BMP の外国人保有率は上限の 49％に達しています
が、VNM と BMP は上限の引き上げを表明しており、SCIC の売却による浮動株の増加が期待されます。
一方、NTP の保有率は 42.27％で、外国人保有比率の 49％まで残りが 6.73％のように見えますが、現
在の残りは 16.53％です。先週火曜日より、外国人の保有率の上限が、49％から 58.8％に引き上げられ
たためです。

またビンミン・プラスチック（BMP）とティエンフォン・プラスチック（NTP）は株主還元に厚い銘
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柄でもあります。
直近 1 年間の配当状況をみてみますと、BMP は現金配当が 6,000 ドン（6 月 24 日現在で配当利回り
4.2％）、NTP は現金配当が 2,500 ドン（同 3.8％）、株式配当が 20％（5 株に対して 1 株の割当）となっ
ています。
こうしたことを踏まえ、今回のレポートでは、BMP と NTP を取り上げます。

直近 7 年間の売上推移をみてみますと、NTP が BMP を上回っていることがわかります。純利益の推
移は、2011 年以降は、BMP が NTP を上回る状況が続いています。

このことは、売上高総利益率と純利益率の推移をみますとよくわかります。売上高総利益率が NTP の
ほうが高くなっていますが、純利益率では BMP のほうが大幅に高くなっています。
それでは、ビンミン・プラスチック（BMP）とティエンフォン・プラスチック（NTP）の個別の決算
状況について考えてみます。
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ビンミン・プラスチック（BMP）

（会社概要）
ビンミン・プラスチック（BMP）は、民生用プラスチック製品の生産・販売を手掛けているプラスチ
ック管メーカー。主要製品は、建設・民生用に利用されているポリ塩化ビニル（uPVC）管で、201
5年
の売上の約 9
0％を占めています。残りの約 10％が、高密度ポリエチレン（HDPE）管となっており、水
道管や排水管として利用されています。
ベトナム・プラスチック協会によると、2015年のビニル管の国内シェアは約 25％、特にベトナム南部
地域のシェアは 50％を超えています。
BMP の生産拠点は、南部（ホーチミン市、ロンアン省、ビンズオン省）に 3ヶ所、北部のフンイエン
省に 1ヶ所です。中部が手薄でしたが、ダナン・プラスチック（DPC）に 29.0
5％出資しています。DPC
の売上構成は、ポリ塩化ビニル管と高密度ポリエチレン管が約 62％、高密度ポリエチレン製バックが約
35％となっています。
DPC の取得計画はありませんが、BMP の中部地域での生産・販売の強化の鍵のひとつが、DPC の子
会社化と考えられます。
筆頭株主は、SCIC（ベトナム国家資本投資公社）で、BMP 株の 29.
52％を保有しています。
（2016 年第 1 四半期決算の状況）
2015 年通期の売上は前年比 15.6％増の 2 兆 7916 億ドン、売上原価は同 8.9％増の 1 兆 9019 億ドン、
売上総利益は同 33.0％増の 8897 億ドン、純利益は同 37.7％増の 5189 億ドンとなっています。
高い市場シェアと製品のブランド力の強さから、売上総利益率は 31.9％、直近 5 年間をみましても、
30％前後で推移しています。純利益率は 18.6％、直近 5 年間でみましても 15％超えが継続しています。
潤沢なキャッシュ・ポジションに加え、長期債務がなく、金融収支が良好なことが利益率を高めており、
現金配当も継続的に年 30％から 35％の支払いを行っています。
2016 年第 1 四半期の売上は前年同期比 21.1％増の 7044 億ドン、純利益は同 83.4％増の 1983 億ドン
となっています。大幅な増益となった理由は、繰延税金 230 億ドンの払い戻しを受けたことです。
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不動産市況の改善から建設資材の需要が押し上げられており、プラスチック業界に追い風が吹いてい
ます。2015 年 11 月、ロンアン新工場の第 1 期工事が完了しましたが、現在、生産能力の拡大を図り、
第 2 期工事が進められています。
年次株主総会で議決された、2016 年の収益目標は、売上が前年比 18.2％増の 3 兆 3000 億ドン、純利
益が同 3.8％減の 5000 億ドンとなっています。

（株価）
業績好調により、株価も堅調に推移しています。昨年の前
半に比べると株価は約 2 倍となっています。

ティエンフォン・プラスチック（NTP）

（会社概要）
公共工事、建設、工業、農漁業、交通運輸の各分野に民生用プラスチック製品の生産・販売を手掛け
ているプラスチック管メーカー。主要製品は、ポリ塩化ビニル（uPVC）管、その他にも、ポリプロピレ
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ン（PPR）管、ポリエチレン（PE）管などがあります。
筆頭株主は、SCIC（ベトナム国家資本投資公社）で、NTP 株の 37
.10％を保有しています。
（2016 年第 1 四半期決算の状況）
2016 年第 1 四半期の売上は前年同期比 25.3％増の 8095 億ドン、純利益は同 17.8％増の 833 億ドン
となっています。販売費・その他営業費用が同 60.8％増の 1949 億ドンだったことが、純利益の伸びを
低下させています。
売上の約 70％を占めているのが、ポリ塩化ビニル（uPVC）管です。2015年は、原油価格下落により、
原材料費が低下する一方で、製品の販売価格は相対的に低下しなかったことが収益増に寄与しています。
純利益の伸びが低かったのは、同業他社と比べて、積極的に販売価格の割引を行ったことが影響してい
ます。
（株価）
この銘柄も業績の伸びに比例して、株価も順調に上昇し
ています。
ただ NTP の株式を売買するうえでの難点は、流動性の
低さです。上場市場が、BMP はホーチミン証券取引所、
NTP がハノイ証券取引所と違うことが影響しているかも
しれませんが、最大のネックとなっているのは、浮動株式
数の少なさです。この問題は SCIC が保有している NTP
株の売却が実現すれば、浮動株が増え、流動性が改善する
可能性があると考えています。

プラスチック・セクターは、建設、不動産市場の改善から恩恵を受ける業界のひとつと考えています。
投資運用部 長友 哲郎
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