＜顧客配布資料＞ ベトナムレポート

業界 レポートと銘柄

作成：2012年7月13日(金)
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

5-42 ガス業界
―ペトロベトナムグループ（PVN）のガス企業について
今回は、ベトナムの天然ガスや液化石油ガスなどのガスの生産、販売、運送などを手掛けている上場
企業について考えてみます。以下のリストは主要なガス生産・販売を行っている上場企業です。

ベトナムのガス業界は、国営のペトロベトナムグループ（PVN）の子会社であるペトロベトナムガス
株式会社（GAS）が、ほぼ国内市場を独占しています。同社は今年 5 月 21 日にホーチミン証券取引所
に新規上場いたしました。GAS の傘下の子会社が 3 社、孫会社が 1 社、合計 4 社が上場しています。

4 社のうちペトロベトナム南部ガス株式会社（PGS）
、ペトロベトナム北部ガス株式会社（PDG）はベト
ナムを代表するガス販売会社です。ペトロベトナム低圧ガス販売株式会社（PDG）は、ベトナム国内で
唯一乾燥ガスの販売を行っている企業です、ベトナム CNG 株式会社（CNG）は、国内大手の圧縮天然
ガス（CNG）の販売会社であり、同社の発行済株式数の 60.34％を PGS が保有しています。
1
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
主な事業

日本証券業協会
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×2.10%（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 120713 D

作成：ニュース証券株式会社

＜顧客配布資料＞ ベトナムレポート

業界 レポートと銘柄

作成：2012年7月13日(金)
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

（１－１）液化石油ガス（LPG）市場
液化石油ガス（LPG）は、主としてプロパンとブタンなどから構成されるクリーン・エネルギーです。
常温でかつ低圧力で貯蔵および輸送することができることから、LPG はベトナムで最も重要かつ人気
のある燃料のひとつとなっています。近年、ベトナムの LPG 市場は急速に拡大しています。LPG の消
費量は、1995 年が 49,500 トン、2005 年が 783,706 トン、そして 2011 年には 1,250,000 トンと大幅な
成長が続いています。1991 年から 2011 年までの LPG 市場の消費量の年平均成長率は、実に 20％に達
しています。しかし 2011 年の成長率は 8％に留まるなど成長ペースが緩やかになってきています。
ペトロベトナムガス株式会社（GAS）は、2012 年の LPG 市場の成長率を 3％と予測しています。弊
社も今後数年間は、以下の理由から緩やかな成長に留まると考えています。
① 国内の貯蔵施設が不足していて、一度に大量の輸入ができず、必要に応じて中国やシンガポールか
ら再購入しているのが現状です。その結果、低い在庫率、高い輸送コスト、国際価格の変動、修理
や保守のための工場閉鎖から生じる在庫不足などから国内価格が不安定になりやすいこと。
② 輸入価格とペトロベトナムガス株式会社（GAS）によって卸売価格が決定されるのに対して、小
売価格は、政府機関が監視しており、販売業者が自由に小売価格を設定することができません。卸
売価格が小売価格よりも早く上昇した場合には、利益率が大幅に悪化する可能性があります。加え
て直近の販売ネットワークが複雑で中間マージンが多く、小売段階での利益率が低くなっているこ
とも課題のひとつです。LNG 製品販売の利益率は、約 7～9％の低い水準にとどまっています。
国内の LPG 市場を北部、中部、南部の 3 つの地域に分けた場合、国内需要の 65％を南部が占め、以
下、北部の 35％、中部の 5％と続きます。南部地域でのリーディングカンパニーが、ペトロベトナム南
部株式会社（PGS）であり、北部地域でのリーディングカンパニーが、ペトロベトナム北部株式会社（PVG）
となっています。
（１－２）天然ガス市場 ～液化天然ガス（LNG）
、圧縮天然ガス（CNG）、乾燥ガス～
天然ガスは、成分のほとんどがメタンで構成されている化石燃料です。圧縮天然ガス（CNG）、液化
天然ガス（LNG）
、乾燥ガスの形で利用されます。
液化天然ガス（LNG）は、不純物を除去したあと、
（-）162 度の極低温冷凍された液化天然ガスです。
LNG は、通常の状態（15 度、1 気圧）の天然ガスの 600 分の 1 のボリュームになり、海洋タンカーを
使用して世界中の国々に輸送することが可能です。受入施設で LNG は気体に戻され、パイプライン、ト
ラック、列車などにより消費者に輸送されます。
乾燥ガスは、ガス処理工場で機械的な不純物や水、ブブロフェジェンやコンデンセートを除去するた
めに処理された天然ガスや随伴ガスです。特にベトナムでは、国内消費量全体の約 87％が発電所の燃料
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として使用されています。次に肥料、エタノール、ジメチル・エーテル（DME）を生産する石油化学プ
ラントの原料として約 7％が消費されています。
圧縮天然ガス（CNG）は、貯蔵および輸送のために、200 気圧の高圧で圧縮されている天然ガスです。
CNG は、ベトナム国内で主として工業用燃料、輸送用燃料として利用されています。
ベトナムの天然ガス市場は、他のエネルギーにはない以下の利点のおかげで、ベトナム国内で急速に
成長しています。
① CNG は、発熱量とオクタン価が高く、完全燃焼するので、石炭や石油と比較して二酸化炭素、炭
素酸化物、窒素酸化物などの排気ガスを減らすことができる環境に優しいエネルギーです。
CNG はガソリンの代替燃料として、今後利用が拡がっていくことが期待されています。
② 天然ガスは、他の燃料と比較して、価格面で非常に優位にたっています。CNG の価格は、ガソリ
ン価格よりも 10～30％安くなっており、自動車燃料として経済面からみても消費者に魅力的です。
EIA のデータよると、1991 年から 2011 年のベトナムのガス消費量の年平均成長率は 28％に達してい
ます。以下のグラフは主要な東南アジア諸国の乾燥天然ガスの消費量を示しています。国別にみた消費
量はシンガポールとあまり差がありませんが、一人当たりのガス消費量を比較しますとシンガポールの
わずか 17 分の１（5.82％）でしかありません。ペトロベトナムグループ（PVN）は、2012 年から 2015
年までの国内のガス消費量の年平均成長率を 12％と予測しています。環境面や経済面からみても、発電
や輸送の燃料として、石油化学プラントの原料として、今後ますます需要が高まることが期待されます。
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ペトロベトナム南部ガス株式会社（PGS）
（１） 会社概要
ペトロベトナム南部ガス株式会社（PGS）は、2003 年 3 月に設立され、2007 年 7 月に株式会社化さ
れ、4 ヶ月後の 2007 年 11 月にハノイ証券取引所に上場されました。親会社のペトロベトナムガス（GAS）
が同社の 45.32％の株式を保有しています。ベトナム南部において液化石油ガス（LPG）と圧縮天然ガ
ス（CNG）の販売、輸出入、運送を手掛けている最大手企業のひとつです。

同社の収益の柱は、LPG と CNG です。2011 年の全売り上げの 72.0％が LNG、25.5％が CNG で占
められています。同社の 2008 年から 2011 年までの売上の年平均成長率は 50％を超えています。2011
年の売上は前年比 55.6％増、
2012 年第 1 四半期の売上は前年同期比 69.69％増と高成長が続いています。
利益率の高い CNG の売上が伸びているおかげで、同社の粗利益率は、2009 年が 7％、2010 年が 11％、
2011 年が 13％と利益率の向上が続いています。
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（２） 液化天然ガス
ペトロベトナム南部ガス（PGS）は、ベトナム南部地域での LPG の市場シェアの約 30％を占めてい
ます。主要な競合企業はペトロリメックスガス（PGC）とサイゴンペトロ（未上場）の 2 社で、両社を
市場シェアは合計で約 30％です。残りは多くの中小企業によって占められています。同社は 2015 年ま
でに市場シェアを 50％まで引き上げる中期目標を設定しています。この目標達成のためには毎年 20％成
長を続ける必要があります。同社は、この中期目標の達成のために南部地域での中小ライバル企業の買
収を積極的に行っています。同地域での市場シェアを高めることにより、価格決定力を強化し、配送ル
ートの効率化を図っていく戦略です。
しかしながら、今年年初から現在までの国内経済の減速と、天然ガスなどの他のガス製品との競合も
激しくなってきています。そのために LNG 販売の利益率は、7～9％と低くなっています。LNG は同社
の売上の大きな柱ですが、2012 年の利益率の水準も 2011 年と大きく変わらないと予想しています。

国内の貯蔵施設が限られていることも成長の足かせになっています。同社は現在、上記の 3 ヶ所に
貯蔵能力が 8,700 トンの LPG 貯蔵施設を保有しています。同社は、ロンアン（Long An）LPG 貯蔵施
設の 20％の株式を保有しています。同施設は 84,000 トンの貯蔵能力を持つことが計画されて、2013 年
に操業を開始する予定になっています。同施設が完成したら、南部地域における同社の LNG 貯蔵能力は
飛躍的に向上します。
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（３） 圧縮天然ガス
ペトロベトナム南部ガス（PGS）は、ベトナム国内において圧縮天然ガス（CNG）を販売した最初の
企業です。2009 年に販売が開始され、その年の CNG の販売量は、わずか 300 万立方メートルでしたが、
2010 年には 5600 万立方メートル、2011 年には 1 億 1800 万立法メートルと 2 年間で急拡大しました。
ベトナム国内で CNG を販売しているのは、同社と同社の子会社の CNG 株式会社（CNG）の 2 社だ
けです。現時点で国内の CNG 工場の能力が限られていますので、今後もこれまでのような急成長が続
くのであれば、取扱い能力による制限を受ける可能性が高くなります。CNG 工場の整備も急務です。
同社は、ロンアン省（Long An）
、カマウ市（Ca Mau）
、カントー省（Can Tho）
、タイビン省（Thai Binh）
の 4 ヶ所で、CNG/LNG 工場を建設する計画です。そして 2015 年までに、年間製造能力を 2 億 5000 万
立方メートルまで高める予定です。
収益面から CNG 販売をみてみますと、2011 年の全売り上げに占める CNG の比率は約 25％ですが、
粗利益に占める CNG の比率は 50％を超えています。
CNG の需要が伸びている背景には、クリーン・エネルギーでかつ他のエネルギーより価格面で優位性
を持っていることがあります。その他にも、近距離であれば、パイプラインを通じて CNG を供給する
のではなく、トラックでの輸送が可能で輸送コストを引き下げることができます。また CNG 製品は、
生産コストが 1 年間固定されているので販売価格の調整がしやすいことも別の利点です。
（４）2012 年の見通し
第 1 四半期に発表されたペトロベトナム南部ガス（PGS）の 2012 年の液化石油ガス（LPG）の販売
目標は前年比 2.1％増の 263,020 トンとなっています。一方、2012 年の圧縮天然ガスの販売目標は前年
比 6.8％増の 1 億 2600 万立方メートルとなっています。粗利益率は、LPG に関しては 2012 年も 2011
年と同じ水準を確保できると予想しています。CNG に関しては 2012 年に入り、生産価格の上昇から粗
利益率が低下していますが、依然高い水準であり、2012 も高成長を持続すると考えています。
2012 年の売上目標は前年比 4.15％増の 6 兆 480 億ドン、税引前利益目標は同 48.60％減の 2020 億ド
ンとなっています。2012 年の配当は額面比 12％（1200 ドン/株）の目標です。
（４） 同社の推奨ポイント
・今後も高成長が見込める CNG 市場を、PGS と子会社の CNG の 2 社が押さえていることです。
・今年 5 月に、2,300 ドンの配当を実施しています。計 5 回の政策金利の引き下げから預金金利の上限
も 14％から 9％になりました。インフレ率も落ち着いており、配当利回りの高い銘柄への市場の関心も
強まると考えています。配当利回りの 11.4％は、高配当銘柄としても注目です。
・今月 9 日に導入された「HNX30 指数」の構成銘柄に採用されたことにより、ETF やファンドなどの
派生商品などへの組み入れの可能性が高まります。
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ペトロベトナム北部ガス株式会社（PVG）
（１）会社概要
ペトロベトナム北部ガス株式会社（PVG）は、2000 年 11 月に設立され、2007 年 6 月に株式会社化さ
れ、2009 年 1 月 7 日に、ハノイ証券取引所に上場しました。親会社のペトロベトナムガス（GAS）が同
社の 35.88％の株式を保有しています。ベトナム北部において液化石油ガス（LPG）の販売、輸出入、
運送を手掛けている最大手企業のひとつです。北部地域での LPG 市場の約 30％を占めています。また
2011 年の同社の全売上に占める LNG 売上の比率は 98％となっています。

（２）2011 年の決算状況
ペトロベトナム北部ガス（PVG）の 2012 年の売上は前年比 50％増の 3 兆 9936 億ドン、税引前利益
は同 402％増の 1873 億ドン、純利益は同 298％増の 1 億 4252 億ドンとなっています。2011 年の利益の
大幅増は、ペトロベトナム低圧ガス販売（PGD）株式の売却譲渡に伴う金融収入があったためです。
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2011 年の粗利益率は、5.4％と業界平均を下回っています。もし PGD 株式の売却益がなければ、本業
の LNG 販売からは利益が上がっていない状況です。
2012 年の年次株主総会で、親会社のペトロベトナムガス（GAS）から同社への家庭向け LNG サービ
スの販売価格を 1％割り引く提案を受けています。この割引が実行されましたら同社の粗利益率は改善
する見通しです。

（３）貯蔵能力
ベトナム国内の LNG 貯蔵施設の貯蔵能力不足が、国内 LNG 市場の発展の妨げになっています。同社
は、北部地域に 3 ヶ所の貯蔵施設を保有しています。現在の貯蔵能力は 5,893 トンです。LNG 需要の高
い伸びに対応するために、貯蔵設備の増強工事を進めています。ダナン市の LNG 貯蔵施設の第 1 期の
工事が予定通り完了すれば、2013 年、同社の貯蔵能力は 7,393 トンになる予定です。

（４）今後の見通しとポイント
2012 年の年次株主総会で承認された 2012 年の収益目標は、売上が前年同期比 19％減の 3 兆 2200 億
ドン、税引前利益が同 81％減の 362 億ドンです。2012 年第 1 四半期の売上は前年同期比 56％増の 1 兆
3277 億ドン、純利益は同 92％減の 97 億 2900 万ドンです。過去の LNG 市場の成長率からみて、同社
の収益目標はかなり控えめな数字と考えています。2013 年からは CNG サービスを始める予定です。同
社の 14.6％の配当利回りは魅力的です。また、新指数「HNX30 指数」の構成銘柄に採用されました。
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ペトロベトナム低圧ガス販売株式会社（PGD）
（１）会社概要
ペトロベトナム低圧ガス販売株式会社（PGD）は、2007 年に株式会社化され、2009 年 11 月 26 日に、
ホーチミン証券取引所に上場されました。同社はベトナムの工業団地にパイプラインを通じて低圧ガス
を供給する国内唯一の企業です。現在、
同社は約 30 社の大口顧客を持っています。
最大手の顧客は、
Vedan
社で同社の売上全体の 40％を占めています。続いて、トゥオンアン植物油株式会社（TAC）やホアセン・
グループ（HSG）などがあげられます。

（２）2011 年の企業業績
ペトロベトナム低圧ガス（PGD）の 2011 年の売上は前年比 57.4％増の 3 兆 3422 億ドン、税引前利
益は同 40.0％増の 4051 億ドン、純利益は同 40.0％増の 3038 億ドンとすべての項目で 2011 年の会社目
標を上回りました。2011 年の配当は 3,000 ドンと高配当になっています。また 2011 年に、ドンナイ省
ニョンチャックとホーチミン市ニャーベー郡のヒェップフォック工業団地の 2 件のガスパイプライン建
設工事が完成しました。
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2008 年から 2011 年の同社の年平均売上成長率は 77％の高成長となっています。2011 年の売上は前
年比 57.4％増の 3 兆 3422 億ドンでした。内訳は販売数量が同 14.2％増、2011 年の平均販売価格が同
37.8％上昇したことが売上増に寄与しました。しかしながら同期間の仕入れ価格もコンスタントに上昇
しており、毎年、徐々に粗利益率が低下しています。
2012 年第 1 四半期の売上は前年同期比 42.3％増の 1 兆 281 億ドン、税引前利益は同 9.3％減の 1311
億ドン、純利益は同 9.3％減の 983 億ドンとなっています。
第 1 四半期の売上は 2012 年会社目標の 23.8％、
純利益は会社目標の 76.2％を達成しています。2012 年の配当目標は 2,000 ドン／株です。

（３）今後の見通し
ガスの仕入れ価格の変動を懸念して、2012 年の収益目標はかなり控えめな数字を発表しています。
2012 年の売上目標は前年比 29.0％増の 4 兆 3120 億ドン、純利益目標は同 57.5％減の 1290 億ドンとな
っています。昨年完成したニョンチャックとヒェップフォックの 2 つの工業団地からの新規の売上が、
2012 年から見込むことができます。また 2012 年第 3 四半期に、ティエンハイの工業団地と北部タイビ
ン省の工業団地へのガスの配送が始まる予定です。
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ベトナム CNG 株式会社（CNG）
（１）会社概要
ベトナム CNG 株式会社（CNG）は、2007 年に設立され、2011 年 11 月 23 日にホーチミン証券取引
所に新規上場されました。ペトロベトナム南部ガス（PGS）傘下の企業です。CNG 株式の 60.34％を
PGS が保有しています。同社の主力ビジネスは、各工業団地の顧客に圧縮天然ガス（CNG）を販売する
ことです。国内市場のシェアは約 50％で親会社の PGS と国内シェアを二分しています。

（２）2011 年の企業業績
ベトナム CNG 株式会社（CNG）の 2011 年の売上は前年比 156.4％増の 7318 億ドン、税引前利益は
同 114.7％増の 2269 億ドン、純利益は同 93.2％増の 2034 億ドンとなっています。
ベトナムにおいて、CNG は新しい製品です。2009 年に国内販売が開始されました。CNG の国内需要
は急激に増加し、同社の 2010 年の売上は前年比 277％増、2011 年の売上は同 156％増となっています。

11
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
主な事業

日本証券業協会
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×2.10%（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 120713 D

作成：ニュース証券株式会社

＜顧客配布資料＞ ベトナムレポート

業界 レポートと銘柄

作成：2012年7月13日(金)
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

売上急増の理由は、主として顧客が急拡大していることです。CNG 市場の急拡大を受けて、直近 3 年間
の同社の年平均売上成長率は 205％、年平均純利益成長率は 309％になっています。
2011 年の粗利益率は 38％でしたが、これは LNG の利益率が、5～10％であるのに対し、CNG の利益
率が、40～47％と高いことが同社の利益率が高い理由です。しかしペトロベトナムガス（GAS）の計画
によると、CNG 価格の値上げを計画していますので、今後は同社の仕入れ価格の上昇から粗利益率は低
下していくことが予想されます。
（３）圧縮天然ガス（CNG）生産能力
現在、CNG ベトナム（CNG）の工場は、南部バリアブンタウ省フーミー１工業団地内の一ヶ所のみ
です。CNG の国内消費の拡大に伴い、将来の需要増に対応するために新たに工場を建設する計画を持っ
ています。下の表に示していますフーミー工場拡張案件、ニョンチャック工場建設案件、ヒェップフォ
ック工場建設案件の 3 つの計画です。

加えて、2014 年から 2018 年に、クイビン省、ロンアン省、カントー省、カマウ市の 4 ヶ所に CNG/LNG
工場を建設する計画も持っています。
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（５） 今後の見通し
2012 年の年次株主総会において、CNG ベトナム（CNG）は、2012 年の売上目標を前年比 16.6％増
の 8717 億 6000 万ドン、税引前利益目標を同 36.1％減の 1283 億 3000 万ドン、純利益は同 43.2％減の
1155 億ドン、配当目標を額面比 70％に設定しました。
2012 年第 1 四半期の売上は同社の年間目標の 17.8％に相当する 1550 億ドン、純利益は年間目標の
23.5％に相当する 271 億ドンとなっています。
生産コストの上昇が見込まれることから同社の粗利益率は徐々に低下していくと予想しますが、今後
数年間 CNG 市場は、年率で二桁成長が続いていくと予想しています。
同社の直近の配当は額面比で 4500 ドンでした。配当利回りは 17.3％あります。配当利回りが高いこ
とも魅力のひとつです。

まとめ
ベトナムの国内ガス市場は、ペトロベトナムガス（GAS）がほぼ市場を独占する形で存在し、ペ
トロベトナム南部ガス（PGS）とペトロベトナム北部ガス（PVG）を通じて国内市場に液化石油ガ
ス（LPG）を中心に販売しています。両社とも販売地域である南部、北部地域でリーディングカン
パニーとなっています。ここ数年間で消費が急拡大している圧縮天然ガス（CNG）は、CNG ベト
ナムと GAS の 2 社で国内市場を二分しています。ペトロベトナム低圧ガス（PDG）は、国内唯一
ドライガスを供給しているユニークな企業です。
天然ガスや液化石油ガスの販売量の伸びは、国内の生産、貯蔵能力の拡大が鍵を握っています。そ
のための設備投資が必要ですが、現在の貸出金利の低下は、これらの企業の金融収支を改善させる
効果があると考えています。
また今回紹介しました企業は高配当を出している企業で、配当利回りも高くなっています。直近
の 4 ヶ月間で商業銀行の預金金利の上限は 5％低下しました。預金利率よりも配当利回りの高い上
場企業もあります。次回は高配当銘柄について考えてみます。
ペトロベトナムガス（GAS）については、改めて個別銘柄としてレポートいたします。
海外株調査室 小畑 直樹
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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×2.10%（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。
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