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私たちはベトナム電気工事建設株式会社（VNE）に訪問した、株主構成

と営業活動の持ち直すことを記録しました。 

2014 年の終わりに、VNE の売上が１兆３５０億ドンとなった、18.6％

yoy 

増；利益が８９０億ドンとなった、2013 年比 5 倍増だった。株主構成

について、カイ・トアン グループ（KTG）は SCIC を代わり、VNE の

一番大きな株主になりました。他の会社はバオ・フオク株式会社であ

る、第二大きな株主になった、12.5％株式を所有しました。更に、

2015 年初めから、外国人投資家は VNE 株式を３６０万以上買い越し

た、6.3％から 11.9％に増加しました。 

電気工事建設活動の利益幅が高かった。 

ベトナムで現在、高圧送電線、高電圧と中電圧の変電所を建設する活動

を担当するのは４企業があります。そのうちは VNE と PCC1,2,4（ベト

ナム工業建築会社のです）。これは高い特異性を持っているので、売上

総利益率は他の部門を超えしました。以下、VNE の電気工事建設、普通

建設（HBC,CTD、VCG）と地下建設（SDT）の間の比較表であります。 

 

更に、VNE の投資家から取ったキャッシュフローは他の建設企業より安

定で早いです。理由は VNE の投資家は財政ポテンシャルと豊富な資本を

持っている国家電気伝送会社なのです。建物を終わったら、VNE は国内

から資本があるプロジェクトに対して 30 日間で支払われて、外国から資

本があるプロジェクトに対して 60日間で支払われる普通である。 

2015 年と来年の建設の展望 

VNE の 2014 年から 2015 年に替わる計画は７千億ドン以上となる予想が

あります。初年の 3 月間の中で、価値が１千億ドンある 3 新規契約を結

びます。VNE の建設の売上が１兆ドン越だと予想します。（2014 年：９

千億ドン） 

 

アドバイス   

希望価格 (ベトナムドン)  

市場価格(2015 年 04 月 13日) 14,800  

希望利益  

  

株式情報  

証券取引所 HSX  

52 週間の価格範囲 4,980- 14,800  

時価総額 ９１９０億ドン  

流通株券数 62,122,141 株  

10 日間の平均取引数量 170,736 株  

% 外国の持株比率 11.93%  

外国のルーム 49%  

１株当たり配当金 200 ドン/株  

配当金/株券価格 1.35%  

ベータ 1.42  

  

  

  

 YTD 1T 3T 6T  

VNE 49,5% 10,4% 28,7% 52,6%  

VN-Index 2,3% -4,8% -3,9% -9,1%  

 

分析者  

ズオン・ドック・ヒイウ（Duong 

Duc Hieu） 

 

(84 4) 3928 8080 内線 622  

duongduchieu@baoviet.com.vn  
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  来年、電気ネットワックのための投下資本が上げ続けます。EVN が電気の

価格を上げるのは電気ネットワックを投資するために資本を齎します。特

に、高圧送電のプロジェクトが VNE の強みです。７目電気企画によると、

2016 年－2020 年の段階には、500kV の 4,539 キロメートル、220ｋV

の 5,305 キロメートルが新規建設されます。2014 年末に、ＮＰＴはＷＢ

に「送電ネットワックの効果」（ＴＥＰ）というプロジェクトのための５

億米ドル価値の信用契約を結びます。このプロジェクトのための投下資本

合計は７億２１２５万米ドルです。 

 

重要な株主と協会するのはＶＮＥのために利を得る 

ＫＴＧは一流の電気設備を流通企業で、政界で大きな電気設備生産者と取

引関係がある企業です。一方、ＶＮＥの建設するように材料は輸入から高

圧機器と中圧機器であります。したがって、ＫＴＧと協会するのはＶＮＥ

のために材料費用を下げる可能があります。 

電気機器以外、ＫＴＧも不動産を投資することについて経験があって、

フ・コク島、ナー・タン、ムイ・ネとダ・ナンでリゾートのチェーンとブ

ランドのスイートを持っています。ＶＮＥにとって、フエ、ダ・ナンとホ

ーチミン市で、大規模な土地を持っています。来年、ＫＴＧと協会するの

はＶＮＥのために不動産の分野を向上になると思います。 

バオ・フオク株式会社という他の大きな株主も電気機器を流通、電機のシ

ステムを建設の分野について活動しています。バオ・フオク株式会社はＫ

ＴＧと同じ影響することが期待されます。 

不動産の分野は可能性がある 

水力発電におけての資本を売却したら、ＶＮＥは主な電気建設分野に加え

て、不動産分野だけを維持しています。 

フエ - ミ・トウオンアーバンエリア:  

これはＶＮＲに開発されています。プロジェクトの規模は 12 ヘクター

ル、1,000 件の土地分譲と別荘を含みます。平均価格は約 1 ㎡当たり４０

０万－５００万ドンで、売上が５千億－６千億ドンとなる予想されていま

す。2014 年にこのプロジェクトは売上を齎し始めて、約５５６億ドン、売

上総利益率が 18％となりました。予想によると、１年間の平均売上は約４

００億ドンです。 

ラン・コ グリーンというプロジェクト:  

規模は 8.4 ヘクタールによって、2015 年にリゾートを建設するように一部

のプロジェクトを開発します。更に、ＶＮＥは海の近く別荘を建設する予

想して、タイムシェア方法（timeshare）で営業します(顧客は別荘を買っ

たら、ＶＮＥは巣か月に営業するようにこれをリースします。 
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沿岸のリゾートの不動産はＶＮＥがＫＴＧの応援をもらう活動です。2015

年-2014 年の段階には、ＶＮＥはこの分野を開発します。 

 

 

ホーチミン市でのプロジェクト: 

ＶＮＥはホーチミン市で 3 プロジェクトがありますが、手続きの問題があ

ったので、まだ開発しません。2-3 年間で開発したら、このプロジェクト

はＶＮＥの価値に入る予定されます。 

- グエン・ヴァン・トイ 293 プロジェクト：ＶＮＥはプロジェクト

に関する売掛金が約２千億ドンあります。プロジェクトは停止され

ていて、ＶＮＥの相手からの間違いことなのです。現在、ＶＮＥは

この売掛金の 50％で予防を設定して、プロジェクトを早く開発す

るように手続きを行っています。 

- Nguyen Thi Minh Khai 通りに VNECO ビルのプロジェクト：これ

は第一区の中心に便利な位置があります。VNECO 事務所とアパ

ートになるように 22階があるビルを建設する予想します。2015 年

に投資の手続きを完了続けます。 

- VNECO Plaza 277 ビン・ドン停泊場というプロジェクト：面積

5,465 ㎡、規模 25 階、そのうちに貿易のため 4 階があって、アパ

ートのため 21階があります。 

 

財政状態が安定 

2014 年に営業結果を改善によって、ＶＮＥの財政状態は著しく向上になり

ました。当座比率は 1.4％となった、安全程度だったです。２４５０億ド

ンの高い支払利息がある債券を切った（最低は 14％/１年）と支払利息が

10％/１年で １５００億ドンの新発行しましたから、負債と支払利息は減

少しました。短期負債と長期負債は支払利息も低い金利で、６-8％だった

です。不動産分野を開発したら、これはＶＮＥの優位性になりました。 

投資のアドバイス 

現在、ＶＮＥの証券価格は会社のＣＯＲＥ活動におけて変更したことを現

れました。ただし、長期において、証券価格の成長機会は可能がありま

す。ＥＶＮが電気価格を上げて、2015 年-2017 年段階に電気建設の分野が

成長になる予想されます。不動産市場が回復する記号があって、会社の不

動産プロジェクトが開発するのはＶＮＥ株式のため積極的な要因です。 
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報告を説明 

希望価格：企業の活動、可能性の要素、発展展望、企業のリスクを分析に

基づいて、株式の穏当な価値を決定します。希望価値を決定するように方

法は割引キャッシュ・フロー法(FCFE, FCFF, DDM);、NAV 法、指標に基

づく比較法(P/E, P/B, EV/EBIT, EV/EBITDA,..).業界、企業、株式品質によ

って、穏当に使用する方法を選択します。更に、目的な価値を決定するこ

とは市場センチメントに影響されることができます。 

 

 

BVSC アドバイスのシステム 

差率によってアドバイスの５レベルがあります 。たび四半期あと、BVSC は企業を評価し

たら、アドバイスが変わられます。 

アドバイスのレベル 

アドバイス 意味 

OUTPERFORM 市場価格は 希望価格より 安い もっと 15%  

NEUTRAL 市場価格は 希望価格より 安い 0% - 15% 

UNDERPERFORM 希望価格は市場価格より安い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 

この報告の情報は手堅いと言われる情報ですが、BVSC は絶対に正しさを守りません。すべて意見は分析者の意見

です。 

目的は情報を提供することだけです。投資家は参考するようにこの報告書を使用した方がいいです。 

BVSC は投資家として参加しますので、投資家に対する利益相反が可能性があります。 

 

分析と諮問部 

バオベトセキューリティーズ ベトナム 

本社：８レ・タイ・ト、ホアン・キム、ハノイ         支店：８階、233ドン・コイ、1区、ホーチミン市 

電話番号：(84 4) 3 928 8080                   電話番号：(84 8) 3 914 6888 

ファックス： (8 44) 3 928 9888                 ファックス：(84 8) 3 914 7999 

 


