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● 2014 年 3 月期は、海外でのゼラチンの値上げの浸透、ケーシングやペプチドなど海
外事業の拡大によって、前年度比 21.0％の経常増益が見込めよう。2013 年 3 月期は
先行投資の踊り場にあり、大型投資はここ 2 年ほど続く。同 3Q 累計で営業利益が前年
同期比－ 26.2％となった。これは、その前の期に寄与したゼラチンの震災特需（利益
で約 2 億円）がなくなり平準化することや、国内の健康補助食品向けコラーゲンペプチ
ドの競争激化が響いている。ただ、営業利益に比べて、経常利益が落ち込まないのは、
インドの持分法投資利益が拡大し、寄与を高めていることによる。

●当社はゼラチンで国内シェア 50％強を有する No.1 企業であり、世界でも第 4 位に
位置する。ゼラチンを軸に、コラーゲンケーシングやコラーゲンペプチドに関して、原
料から製品までの一貫生産を行っているのは、世界でも当社だけである。2011 年 12
月に 2 部上場の後、2012 年 12 月には最短で 1 部指定を実現した。上場を機に、さら
なるグローバル展開に向け、大型投資を開始した。

●インドにはスズキ自動車よりも早く進出し、原料調達面で地歩を固めている。米国、
カナダには、M&A を活かして生産拠点を築いてきた。これらの海外拠点の拡充に加え、
中国でもコラーゲンペプチドの現地生産に入った。コラーゲンケーシングの現地生産も
準備中だ。また、アセアン展開に向け、ベトナムでも現地生産に入る。グローバル生産
販売体制を一段と拡大し、アジアで圧倒的 No.1 になろうという戦略である。

●2012年3月期に史上最高の営業利益20.1億円を上げたが、2014年3月期は再びピー
ク利益を更新しよう。旺盛な需要に対して、いかに供給力を高めていくかがポイントで
ある。生産性の向上と高付加価値化に向けて、中期計画がスタートした。そのための設
備投資が効果を上げてくるにつれ、業績は拡大していこう。会社目標は 3 年後の 2016
年 3 月期に売上高 400 億円、営業利益 40 億円の達成を揚げており、射程内にある。

●市場の成長性と競争力の確保という点で、当社の中期展開力は高い。利益倍増計画の
進捗を見ながら、株価面でもそれを織り込んでいく局面にある。コラーゲンペプチドで
世界をリードする企業として注目したい。

業績推移　連結　実績・予想 売上高（前年比） 営業利益（前年比） 経常利益（前年比） 純利益（前年比） EPS BPS 配当

前々期実績 27923（＋5.8%） 1486（＋5.6%） 1383（－12.7%） 1051（＋0.4%） 160.4 899.0 3.75

前期実績 27763（－0.6%） 2015（＋35.6%） 2002（＋44.8%） 1375（＋30.8%） 99.9 509.4 10.0 

今期会社予想 29000（＋4.5%） 1700（－15.6%） 2000（－0.1%） 1370（－0.4%） 86.9 12.0 

今期アナリスト予想 29000（＋4.5%） 1700（－15.6%） 2000（－0.1%） 1370（－0.4%） 86.9 584.4 14.0 

来期アナリスト予想 32000（＋10.3%） 2100（＋23.5%） 2420（＋21.0%） 1600（＋16.8%） 101.5 14.0 

来々期アナリスト予想 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

注1）ROE、PER、配当利回りは2013年 3月期予想ベース　　注2）11年 4月に 1：2の株式分割を実施。11年 3月期以前のEPS、配当は修正ベースで表示。2011年 12月に東証2部上場、2012年 12月に同 1部に指定。2013.3 期の配当は、1
部指定記念配2.0 円を含む。　　注3）予想は日本ベル投資研究所によるものです　　注4）百万円、EPS、BPSは円
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★★★
前回　★★★

株価 950円

時価総額 15,000百万円

BPS（実績） 509.4円

PBR（実績） 1.63倍

EPS（予想） 86.9円
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配当利回り（予想） 1.5%
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1．特色　　ゼラチンで国内No.1、世界で第 4位

ゼラチンは古くて新しい
当社は 1918 年（大正 7 年）創業、日本で初めてゼラチンを事業化した。以来、ゼラチンの製造販売を手掛けている。ゼラチ

ン（gelatin）とは、日本語でいえば ‘にかわ’ であるが、接着剤としての ‘にかわ（膠）’ はさまざまな用途の一部にすぎない。
ゼラチンはタンパク質であり、動物の皮膚、骨、腱などの結合組織の主成分であるコラーゲンに熱を加え、抽出したものであ

る。化学的にいえば、コラーゲン分子の三重らせん構造が熱変性によってほどけたもの、といえる。
当社の特色は、100 年近くゼラチンを作り続けているが、作っている元は同じものながら、その応用分野が時代とともに変化

し、用途を広げていることにある。
ゼラチンをもとにした ‘にかわ’ は接着剤として、墨、マッチ、日本画の顔料などに使われてきた。ゼラチンから作られたに

かわは、かつてレコードのジャケットによく使われた。接着剤として伸縮するから、気温によって変化するレコード盤には合っ
ていた。ピアノやバイオリンなどの楽器にも接着剤として使われている。

また、かつてよく使われたノーカーボン紙（色がうつるインクをいれておく、紙にしみ込んだマイクロカプセル）にも利用さ
れていた。同じ素材でも一定の需要があるもの、新しいものにとってかわられて需要が減ってしまうものがある中で、ゼラチン
は、新しい市場を作り続けている。そして、コラーゲンという言葉は今や、サプリメント（健康補助食品）として最もポピュラー
なものの 1 つである。

当社はゼラチンを応用し、期待を超えるものを提供して、顧客に感動を与えることをモットーとする。2011 年 12 月に東証
2 部に上場し、1 年後の 2012 年 12 月には同 1 部に指定された。大型投資を展開して、グローバルトップを目指すという第一
ステップにある。

次の 100 年を見据え、ゼラチンをコアマテリアルに、その機能性を生かして、さまざまな分野へ応用を図っていく。シール
材（パッキン）となる新しい接着剤、臭いの無いゼラチン、ソーセージのケーシング（被膜）、水に溶けるコラーゲン、化粧品、
健康食品への応用、医療用への新しい展開など、実に多様である。ライフサイエンスでは、再生医療への応用、ゼラチンに薬剤
を入れることによって、薬を体内の目的のところに運んで、一定時間長く効かせることもできる。

コラーゲンの応用が広がる
当社の事業セグメントは 2 つに分けられる。コラーゲン素材とフォーミュラソリューションである。セグメントの分け方とし

て、1）コラーゲン素材は、原料から一貫生産している製品をまとめており、2）フォーミュラソリューションは、原料は外部
から購入しているが、これを上手くブレンドして新しい用途を開拓している、というものである。食品材料や接着剤がここに入っ
ている。

コラーゲン素材には、ゼラチン、コラーゲン、コラーゲンペプチドなどがあり、分子量によって特性が異なる。分子量が 30
万という高分子のものがコラーゲンで被膜特性が良い。コラーゲンを分解して、分子量が 10 万程度のものがゼラチンで、高度
医療などにも使われる。これを酵素で分解して 1 万以下にしたものがペプチドで、これは健康食品として発展している。このペ
プチドがさらに分解されると、普通のアミノ酸となる。

人の体の 20％はタンパク質からできており、そのタンパク質の 30％がコラーゲンである。よって、人の体の 6％はコラーゲ
ンから出来ているといえる。ゼラチンを人に例えれば、コラーゲンは親、ペプチドは子どものような存在である。
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一貫メーカーは世界で当社のみ
欧州の 3 大ゼラチン企業は、1 位ルスロ（Rousselot、仏）、2 位ジェリタ（Gelita、独）、3 位 PB ゼラチン（ベルギー）である。
当社はゼラチンで国内シェア 53％（2010 年）を有し、世界でも第 4 位に位置する。1 ～ 3 位は仏、独、ベルギーの企業で、

ゼラチンの生産では同じ土俵にいるが、コラーゲンペプチドやコラーゲンケーシングを生産販売している一貫メーカーは世界で
も当社だけである。

原料の調達に当っては、海外からの輸入拠点の開発に力を入れている。大阪工場は年間 7000t のゼラチンを生産しているが、
このためには 700 万頭に相当する牛の原料が必要である。日本には現在 500 万頭の牛が飼育されており、そのうち年間 100 万
頭が市場に出される。700 万頭分はその 7 年分に当る規模である。

当社のもう 1 つの特徴は、原料、生産、販売というバリューチェーンを自社でもっていることである。業界 2 位のニッピ（コー
ド 7932）や 3 位のゼライスはゼラチンを購入して、そこから加工をしている。当社は日本で唯一の一貫メーカーである。

独自の事業領域を確立
創業者の新田長次郎は、四国の松山から大阪に出て、革のなめしの仕事に就いた。そこから革を応用した伝導ベルトの会社を

起こし、ベルトを作った後のスクラップから、にかわを作った。また、なめし液の応用でベニア板の生産も行った。一代をなし
た創業者は新田高校を作り、さらに松山商科大学（今の松山大学）の設立にも貢献した。

創業者の子供たちが戦後独立して、別々の事業を継承していった。ベルトをベースにしたニッタ（コード 5186）、ゼラチン
をベースにした当社、そして合板をベースにしたニッタクス（未上場）などである。もともと同根であり、株式の持ち合いも多
少あるが、経営的には全く独立している。

初代新田長次郎の四男、昌次氏がゼラチン事業を担ってきたが、昭和 22 年に亡くなった。その長男である新田精一氏が当社
の社長として、経営を長くリードしてきた。しかし、1986 年に、新田氏はニッタ（ベルトの会社）に請われて社長として移った。
兄弟会社の中の長男会社に移ったのである。その後ニッタは上場した。

当社は、新田氏の後、倉田裕司氏が社長となった。彼は精一氏の義兄（姉の夫）である。その後、近藤社長、八杉社長、現在
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の曽我社長と、創業家とは関係のない社長が続いている。現在一族では、精一氏（顧問、
77 歳）の長男である新田浩士取締役（33 歳）が、マネジメントに参画している。

牛骨からゼラチンを生産
主力の大阪工場は基本的に化学プラントで、タンクの中でさまざまな処理を行ってい

る。牛の骨はコラーゲンとリン酸カルシウムを主成分とするが、ここからリン酸カルシ
ウムを除いたものをオセインという。

この工場では、牛の骨を原料にゼラチンを作っている。牛の骨は輸入しており、原料
の半分は骨のままで、残り半分はオセインとして購入する。

タンクの中にに牛骨と塩酸を一週間ほどつけておく。ここからオセインが 4 分の 1 ほどとれる。当社の高度な加工技術は、
富士フイルムの写真用にゼラチンを納入するというプロセスの中で培われたものである。オセインに石灰水を入れて 2 カ月間お
くと、コラーゲンの分子の架橋がはずれ、不純物もとれる。この石灰水につける工程が写真用ゼラチンには極めて重要である。
この過程でアンモニアが発生する。それを 60 ～ 90℃のお湯につけて、ゼラチンを抽出していく。

このゼラチンには、1 ～ 6 番手という等級があり、ビールの 1 番搾りのような 1 番手はゼリーが固く、6 番手はやわらかい。
精製し、濃縮していくが、60℃の真空蒸発で、数％の濃度を 40％まで上げていく。これを乾燥すると、ゼラチンができる。

ゼラチンの粘度、ゼリー強度、透過率、PH（ペーハー）、分子量などによって、そのゼラチンの基本物性が決まるので、いか
に品質の高いものを作るかポイントである。また、ゼラチンには汎用のものと、専用のものがあるので、各々の特性に合わせて
生産工程の条件を決めていく。

バイオクリーンルームで無菌ゼラチンを作る
ゼラチンには、食用ゼラチン、医薬用ゼラチン（薬のカプセルやシップ用）、写真用ゼラチン（フィルム、印画紙）などいろ

いろな応用分野がある。その中でも、水溶性ゼラチン（水に溶けるゼラチン、コラーゲンペプチド）は一段と用途が広がってい
る。

コラーゲンを分子量の小さいものにすると水に溶ける。このペプチドが生理活性機能を発揮することが、この 10 年で次第に
分かってきた。今では肌、骨、関節などの機能強化に利用が始まっている。

大阪工場の中に、バイオクリーンルームがある。ここでは、無菌のゼラチンを作り、それは DDS（ドラッグデリバリーシス
テム）用など、医療用に使われる。ゼリー状の中に薬を入れて、これを注射などによって体内にいれると、目的の場所へ上手く
運ぶことができる。

骨の欠損、突発性難聴などの難病、心筋梗塞、糖尿病の血管蘇生にゼラチンが利用できるのではないか、という研究が進めら
れている。当社は京大の田畑教授と連携して、再生医療分野での R&D（研究開発）に取り組んでいる。

医療用のゼラチンは、通常のゼラチンが 1kg1000 ～ 2000 円であるのに対して、1g4000 円前後である。付加価値でいえば
1000 倍以上の違いがある。

ゼラチンの原料確保は難しく、参入障壁が高い
この大阪工場では 250 人が働いている。ゼラチンベースでの生産量は 20t ／日で、年間 7000t である。現在 100％のフル稼

働である。因みに牛 1 頭からゼラチンは 1kg しかとれないので、1 日 20t とは、牛 2 万頭分、年間 7000t とは、700 万頭に相
当する膨大な量が必要であるため、原料確保が参入障壁となっている。

なお、コラーゲンを牛や豚からでなく、化学合成によって、この特殊なたんぱく質を作ろうという研究もされているが、技術
的に難しく、コスト的には全く対抗できない。しかも、安全性という点で、実用化の可能性はほとんどない。

当社は特許について関して、120 ～ 130 件ほど取得している。商標なども入れた知的所有権（IP）では 220 ～ 230 件を有
している。

顧客の商品開発へ試作をして提案
毎年 10 人弱の大卒を採用しており、大半が理系である。大阪工場と東京支店にある開発部の試作室では、ゼリー、ドリンク、

ハム、ソーセージ、グミ、お菓子など、さまざまなものを作っている。
ゼラチンという材料を、それだけ売りにいっても新しい用途は拓けない。実際、現物を試作して、それを顧客に提案する。そ

うすると、もう少しこうしてほしい、ああしてほしいと顧客の要望が出てくる。先方の商品開発を具体的に支援することで、そ
こから新しい市場が開拓できる。

当社が提案した商品としては、コンビニのロールケーキ（食感）、カップラーメン（コク）、消臭剤（ゲル）などがある。また、
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健康補助食品（サプリメント）としてのコラゲネイド（当社の商品名、コラーゲンペプ
チド）は、2012 年モンドセレクションの最高金賞を受賞した。子会社のニッタバイオ
ラボが販売している。

接着剤でも最新鋭の開発を実用化
接着剤では、全く新しいホットメルト接着剤を開発した。これは、ガスケット（パッ

キン）に、従来のような金型で作ったゴムなどを利用するというものではなく、接着剤
をのりのようにロボットで封入していく。UV 硬化型（紫外線で固まるタイプ）で、材
料が安く、パッキンのシール性が高まり、複雑な形状でも無人化できるというメリットがある。電子機器の防水、防塵に役立つ
というメリットがある。

製本用の接着剤（ホットメルト型）などは市場が縮小している。そこで、接着剤については、コモディティ化したものを減ら
し、新しい分野で市場を開拓している。
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2．強み　　いち早くグローバルに拠点を築く

成長商品、海外拠点、提案力でリード
当社の強みは 3 つある。1 つは、成長が見込める 3 本柱（ゼラチン、コラーゲンペ

プチド、コラーゲンケーシング）を持っていること。2 つ目は、北米、アジアに拠点を
有していること。そして、3 つ目は、アプリケーション（応用）について提案力があり、
ソリューションを提供できることである。

念願の上場を達成
当社は 2000 年くらいから上場を目指してきたが、何度も延期を余儀なくされた。BSE 問題（牛の脳の病気）の影響を受けた。

ゼラチンと BSE に直接的関係はないが、牛の骨を原料とすることが響いた。そこで、原料の多様化を図るため、豚の皮から作
るゼラチンを拡大するため、米国に新工場を建設したが、立ち上げに時間を要した。2000 年代の前半はこれで業績が大幅に悪
化した。

それを脱してきたところで、コラーゲンペプチドの新しい用途が開けてきて、業績が大きく好転してきたのである。上場の狙
いは、信用力の確保である。これからグローバル展開を本格的にしかけていくのに当たって、未上場のままでは信用という点で
不安が残る。当然ファイナンス（資金調達）ニーズもある。グローバル人材も強化していく必要がある。ということで、2011
年 12 月の上場に到った。

写真用ゼラチンで技術力を養う
写真用ゼラチンを手掛けてきたことが、当社の強みである。この技術力を食品・美容・健康用に展開している。写真用のゼラ

チンは牛の骨でないと、よい特性が出ない。トンピ（豚皮）ではうまくいかない。写真用ゼラチンでは、富士フイルムがメイン
の顧客である。コダックは子会社のイーストマンゼラチンをもっていた。アグファへもゼラチンの供給会社があったが再編され
ていった。

同じ牛といっても、米国の牛骨、インドの牛骨では品質が異なってくる。フィルム、印画紙に銀を均一に分散させて品質を安
定化させるには、それに合ったゼラチンが必要であり、それを作り込んできた。この技術力が重要であった。

写真用フィルムは、需要が大幅に減った。富士フイルムの動きをみると、写真用フィルムは 2000 年のピークを 100 とする
と 2005 年に 50 へ、2010 年には 5 という水準まで落ち込んだ。デジタル化によって、10 年で主力製品の市場がなくなったの
である。

当社もいい時はゼラチンの売上高の 30％が写真用であったが、これがピークを 100 とすると 30 の水準まで落ちた。レント
ゲン用、映画用、工業用、印画紙などは、途上国で今でも使われており、そのためのゼラチンは当社が担っている。

2000 年代前半の逆風は、BSE（2001 年）と写真のデジタル化にあった。BSE ほど騒がれなかったが、影響としてはデジタ
ル化の波の方が大きかった。

BSE への対応では牛中心から豚への多様化を進めた。従来は牛 1 万 t、豚 3000t であったが、豚 3000t と魚を加えて原料ソー
スを変えていった。牛 1 万 t のうち 30％が写真用であったが、その需要が減少する分を食品用やカプセル用などにシフトさせ、
吸収していった。

カプセル用、食品・美容・健康用に使うゼラチンは、品質の要求水準が高いので、ここに写真フィルム用ゼラチンのノウハウ
が活きてきた。

コラーゲンペプチドで新市場を拓く
もう 1 つの大きな方向転換は、ゼラチンから応用したコラーゲンペプチドによる新市場の開拓であった。
沖縄のパイナップルに関して、きれいな商品になりにくい部分を上手く活用できないか、という話が当社に持ち込まれた。ゼ

ラチンとの相性を研究してみると、パイナップルと一緒にすると、ゼラチンの構造がぶつぶつ切れてしまって液体になり、固ま
らせることができなかった。ここから新しい用途開発が始まった。

もともとのコラーゲンは3重らせん構造で、これをときほぐしたものがゼラチンである。このゼラチンの分子量を小さくして、
液体に溶けるようにしたものがコラーゲンペプチドである。パイナップルと一緒にすると液体化してしまうゼラチン、つまりペ
プチドを調べてみると、胃の粘膜を保護するとか、血圧の安定に役立つとかさまざまな生理活性機能がわかってきた。これが今
のコラーゲン（実はコラーゲンペプチド）のブームに結びついている。
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いち早くインドに展開
インドの合弁会社、ニッタゼラチンインディアは、現在当社が 46.4％の資本を所有

している。インドへの進出は 1975 年だから、スズキ自動車（82 年進出）より古い。
インド進出企業の草分けである。もともと原料ソースを確保するために設立した。パー
トナーはケララ州の政府関係の公社である。この合弁会社は、ムンバイの株式市場に上
場している。ケララ州は三角形のインドの下のとがったあたりにある。

面白い話では、インドに牛は 3 億頭ほどいるが、水牛は食肉用として利用されている。
肉はやや硬いが、中東などに輸出されており、シチューに合う。インドでも牛肉の食用
があるとは驚きである。因みに米国の牛は 1 億頭ほどである。

米国、カナダの活用
79 年に進出した米国では、豚の原料を調達している、ノースカロライナにゼラチンの生産会社、販売会社、トロントにゼラ

チンの生産会社、ニュージャージーにコラーゲンケーシングの工場を有している。なお、魚のゼラチンは彦根で生産している。
トンピゼラチンについては、1990 年にカナダパッカー社のゼラチン工場を買収したことに始まる。これをさらに広げるため

に、ノースカロナイナに工場を作った。ノースカロライナには、米国の豚肉のトップ企業スミスフィールドがあり、ここからト
ンピが出てくるので、原料調達という点でその近くに工場を作った。

米国での展開では、BSE への対応から米国にトンピのゼラチン工場を確保したが、これが立ち上げ期に赤字を続けた。需給悪
化と競争激化で業績の低迷を余儀なくされたのである。

また、1996 年に米国のコラーゲンケーシング工場を買ったが、購入後にここのレガシーコストが表面化した。自動車の GM
が倒産したのと同じ理由で、年金や保険の積立不足が発生し、その埋め合わせで特別損失が 10 億円ほど発生した。もともとは
J&J（ジョンソンアンドジョンソン）の子会社だったので、社員に手厚い福利厚生の仕組みをもっていたことによる。

ソーセージ用のコラーゲンケーシングについては、米国、カナダの子会社が担当しており、主に北米で事業展開している。米
国のニッタケーシングは 1996 年に業界大手であるデブロのコラーゲンケーシング工場を買収したものである。当時、デブロは
同業のティーバックを買収し、独禁法との関係で、コラーゲンケーシングのシェアを下げる必要があった。

このケーシングビジネスが、現在大きく伸びようとしている。ソーセージに羊腸を使っているが、羊の飼育頭数の減少に伴う
羊腸不足があり、これがコラーゲンケーシングに代わっていく。この動きが本格化してくるので、需要は大きく伸びる局面にあ
る。そこで、大型設備投資を行うことにした。
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コラーゲンペプチドの高度化は日本が先行
コラーゲンペプチドの利用に関して、高度なものについては日本が進んでいる。健康補助食品でも、コラーゲンペプチドはコ

ンドロイチン、グルコサミンと並んで注目を集めている。このサプリメントは効果が体感できるので、ブームアンドバースト（一
時的ブームの後急減）するような商品ではないとみてよい。

グループの社員数を見ると、単体で 250 人、連結で 590 人である。米国のコラーゲンケーシングの子会社に 220 人、米、加
のゼラチンの子会社に 70 人ほどいる。このほかに、インドの持分法適用会社（3 社）には 300 ～ 400 人が働いている。

ゼラチン、コラーゲンペプチドの研究開発（R&D）を強化している。R&D 費は対売上比で 3％、10 億円ほど使っている。本
体 250 人の約半分の人員は R&D や品質保証に関わっており、グローバル展開における当社の技術を支えている。
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3．当面の業績　　2014年 3月期は再びピーク利益更新へ

過去の業績低迷期の要因
2005 ～ 2007 年度の業績については、米国のトンピ（豚皮）ゼラチン市場がよくなかっ

た。供給能力が増えた反面、欧州勢の攻勢で市況は軟化した。この影響で売上げが伸び
ず、現地子会社は赤字になり、業績は厳しかった。

しかし、今や南米は供給不足になり、欧州勢も南米から北米へ供給を増やす余裕はな
い。需給は大きく改善している。

2012年 3月期は震災、円高を克服し、過去最高の業績を達成
2012 年 3 月期は、売上高 27763 百万円（前年同期比－ 0.6％）、営業利益 2015 百万円（同＋ 35.6％）、経常利益 2002

百万円（同＋ 44.8％）、当期純利益 1375 百万円（同＋ 30.8％）と、利益面では極めて好調であった。
売上高がマイナスとなったのは、為替の影響によるもので、北米での売上高は、現地通貨ベースでは＋ 15％となった。営業

利益が大きく伸びた要因は、1）国内販売が好調であったこと、2）コスト削減が円高メリットも含めて効果を上げたことによる。
セグメント別にみると、コラーゲン素材の売上構成比 62.8％（営業利益構成比 67.6％）、フォーミュラソリューション同

37.2％（同 32.4％）で、コラーゲン素材の方が収益性はやや高い。
コラーゲン素材は売上高 18786 百万円（前年同期比－ 1.5％）、セグメントの営業利益 2255 百万円（同＋ 27.2％）、営業利

益率 12.0％であった。ゼラチンは食用ゼラチン、健康食品のカプセル用などが内外とも好調であった。コラーゲンペプチドは
大震災に伴う原発事故により中国などの輸入制限もあり、輸出が低調であった。

国内では、同業他社が大震災で直接被害を受け、出荷ができなくなった分を当社がカバーしたという上乗せ効果があった。こ
れについては、その後現地の復旧は進み、当社からの出荷は減少している。

フォーミュラソリューションは、売上高 10329 百万円（同＋ 2.9％）、営業利益 1082 百万円（同＋ 15.8％）であった。食
料原料では、デザート用ゲル化剤（プリン状もその一つ）や畜肉製品用品質安定剤などが好調であった。接着剤は原油価格のアッ
プを製品価格に転嫁することで対応した。
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2012 年 3 月期は、大震災への対応で国内がプラスとなった。ゼラチンの生産量には
キャパシティ（生産能力）の限界がある。能力を 100 とすると現状では国内 55％、海
外 45％というのが 1 つの配分である。これに対して、業界第 3 位のゼライスは宮城県
に本拠地があるため、ここが被災して供給がストップした。日本のユーザーへの対応か
ら、海外で販売予定であった分を国内優先とし、供給不足をカバーした。国内の方が収
益性は高いので、これが利益面ではプラスに働いた。

当社は国内シェア 50％強を有するので、供給責任がある。これを果たしたのである。
ゼライスの生産は半年後には再開されている。新田ゼラチンの社風の良さは、社員のチー
ムワークが強いところである。大震災によって、供給対応が大変な時も、計画作りの変更から実際のデリバリーまで、全社一体
となって迅速に対応した。

2013年 3月期は大震災による特需が一巡し踊り場
2013 年 3 月期の 3Q 累計は、前年同期比で売上高＋ 2.1％、営業利益－ 26.2％、経常利益－ 3.9％、四半期純利益＋

17.8％と、バラつきが出た。
営業利益段階でみると、かなりの減益となった。国内が弱く、写真用のゼラチンがよくない。食品メーカーの新製品も伸びが

鈍く、ゼラチンにマイナスとなった。
一方、海外はゼラチン、コラーゲンケーシングとも好調である。ゼラチンの需給がタイトなので、値上げも浸透している。

2012 年 1 ～ 6 月に 10％程度の値上げをしているが、今年の 1 ～ 6 月にも 10％近い値上げができよう。これは 4Q 以降に効い
てくる。

営業利益が減った要因は、2 つある。1 つは、内外採算は国内の方がよいので、国内が減少して海外が増えたことでプロダクト・
ミックスがマイナスに導いた。2つ目は国内への原料仕入れがコストアップになった。これによって国内製品の利幅が下がった。

経常利益の減少が小幅に留まった理由は、持分法の投資利益が営業外収益として拡大したことと、円安が寄与したことによる。
インドにあるニッタゼラチンインディア（持分 46.4％）の業績が大きく向上した。為替については、3Q で円安になったことに
伴い、2Q まで差損が発生していたものが差益となった。

また、四半期純利益が増えたのは、税負担が軽くなったからである。海外の子会社の業績が良くなっている。一方、国内の利
益が減っている。海外子会社には過去の累損があるので、当期の利益に税金がかからない。これがプラスとなって増益に寄与し
ている。海外子会社の累損を消すには3年くらいかかるので、当分税金は少なくて済む。当社の実効税率は30％程度に留まろう。

2013 年 3 月期の業績については、営業利益段階では会社計画の 2070 百万円を下回り、1700 百万円レベルに留まろう。経
常利益も当初の 2100 百万円に届かず、2000 百万円程度となろう。当期純利益については計画 1370 百万円については、ほぼ
達成できるとみてよい。

コラーゲンペプチドは、内外とも苦戦している。国内は顧客開拓が遅れ、グルコサミンなど他の競合品との競争も激しい。海
外では中国工場の立ち上げが遅れた。いずれも目途はついたので、2014 年 3 月期には好転が見込めよう。

コラーゲンケーシングについては、北米は堅調、中国向け輸出（北米から）も好調である。中国向け輸出も一定の採算を確保
している。
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食品材料は伸び悩んでいる。コンビニのデザートやハム・ソーセージの品質改良材は
伸びているが、惣菜用がよくない。

接着剤については、売上げが減っても利益は確保できた。一部事業譲渡したので売り
上げは減少しているが、利益には関係していない。製本用はよくないが、原料高に伴う
値上げが通ってきたことが大きい。新製品については、2013 年 3 月期は数千万円だが、
2014 年 3 月期には数億円へ伸びていこう。

ゼラチンの値上げが浸透
ゼラチンの国際価格は需給のタイト化で高止まりしている。従来の 5 ドル /kg が今は 8 ドル /kg まできている。ゼラチンの

市況は、11 年 9 月 6.82 ドル /kg、11 年 12 月 7.74 ドル、12 年 3 月 8.07 ドル、12 年 6 月 8.27 ドル、12 年 9 月 8.43 ドル、
12 年 12 月 8.54 ドルと推移している。2011 年度の 3Q、4Q に上昇し、今は横ばい圏にある。

これに対応した北米でのゼラチンの値上げは、うまくいっている。すでに 20％ほど値上げが通り、2013 年 1 月からさらに
10％の値上げが見込める。

ゼラチンの原料価格は上がっている。当社は牛の骨はインドと米国から、豚の皮は米国、カナダから調達している。ゼラチン
の需給は、基本的に供給不足なので、値上がりする傾向にある。海外市場では市況は上がっており、値上げが通りやすい。

国内については、ゼラチンの需要が弱いので、コストアップが負担として残ってしまう。その中でもグローバルなカプセルメー
カーなどには 10 ～ 5％の値上げが通り始めた。

映画フィルム用のゼラチンが縮小
写真用では、富士フイルムが映画用のフィルムの生産中止を決めたことが大きく影響している。デジタル化の進展で、写真・

フィルム用のゼラチンの市場はすでに縮小しているが、ここにきて映画用に残っていたフィルム用の需要も減っている。2013
年 3 月期は計画を大幅に下回っており、主力の富士フイルム向けが減少している。

写真用のゼラチンは、全体の 5％程度である。レントゲン用、印画紙用、映画フィルム用があり、今回は富士フイルム向けの
映画用がなくなる方向である。

写真用のゼラチンは、映画用に一定の需要があったが、アバター 3D の成功やイーストマンコダックの倒産によって、映画の
デジタル化が一気に進むこととなった。富士フィルムも残存者利益を狙ったが、市場の変化をみて、撤退することとなった。
2013 年 3 月期はこれが影響する。

円安の影響はややマイナス
これまでの円高から、円安に振れてきた。当社にとっての影響については、3 つに分けてみる必要がある。1 つは輸出入のバ

ランスである。原料の輸入と製品の輸出でみると、輸出分については輸入原料で対応すると負担はないが、国内の製品向けには
円安がコストアップとなってくる。2 つ目は、海外拠点の収益を連結する時、円安によって売上、利益とも膨らんでくる。これ
が利益面ではプラスに働く。

これによって、全体として連結ベースでは、1 円の円安で数百万円利益が減る。つまり、円安はマイナスに響くが、その影響
は小さい。

3 つ目は、バランスシートへの影響である。円安によって、外為換算調整勘定のマイナスが減って、プラスに働くので、自己
資本比率はアップすることになる。

為替に関しては、大阪工場の原料は海外から輸入している一方、ゼラチンの輸出は、米、加、アジアへ US ドルで輸出している。
米ドルについては輸出入のバランスでヘッジできている。豚の原料についてはカナダの子会社から輸入しており、ここは為替に
さらされている。内外の採算については、1 ドル 100 円になると内外価格差はなくなる。

2014年 3月期は増益に転換
2014 年 3 月期については、売上高 32000 百万円（前年度比＋ 10.3％）、営業利益 2100 百万円（同＋ 23.5％）、経常利益

2420 百万円（同＋ 21.0％）、当期純利益 1600 百万円（同＋ 16.8％）が見込めよう。
ゼラチンについては、海外の好調が続く。コラーゲンペプチドの国内については、遅れていた顧客開拓が進み、増加が見込め

る。中国ではコラーゲンペプチド販売の生産体制が整ったので本格化してくる。中国でのコラーゲンケーシング販売（米国から
輸入）も伸びてくる。また、米国工場の設備投資による能力増強と効率化が進展しよう。国内工場の省エネも寄与してこよう。

設備投資については、2013 年 3 月期に進捗が遅れた分については、2014 年 3 月期にオンしてこよう。14 億円の設備投資
が 35 億円程度に拡大しよう。
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中期の業績目標、2016 年 3 月期で売上高 400 億円、営業利益 40 億円という計画は変えていない。1 期目の営業利益が目標
の 20.7 億円から 17 億円へ下方修正し、2014 年 3 月期を 21 億円と見込むと、2015 年 3 月期に 25 ～ 30 億円、2016 年 3
月期に 35 ～ 40 億円を目指していく必要がある。

なお、インドのグループ会社については、持分利益で貢献しているが、当社の経営戦略上重要な地位を有するので、今後の資
本政策のあり方も検討に値しよう。グループ経営という点では、持分利益も加えて、経常利益でみる方が、当社の実態利益を捉
えている。経常利益で 2016 年 3 月期に 40 億円という業績ならば、持分利益が加わることによって確度が高まってこよう。

2012 年 12 月に東証 1 部に指定となった。2013 年 3 月期の配当は 2 円の記念配がついて 14 円となるが、配当性向 15％を
目途としているので、2014 年 3 月期も 14 円の継続が十分見込めよう。

海外のグループ会社が貢献
2012 年 3 月期に海外の各工場が全社黒字化し、安定した収益が確実に上げられるようになった。大阪の本社工場のほかに、

インド（持分法）、米国、カナダに工場を有するが、初めて全ての子会社が黒字化した。インドについても、原料の手当て、品
質の改善などによって黒字の定着、拡大が見込める。海外の収益拡大がプラスに働く局面にある。

2014 年 3 月期以降については、需要の拡大は十分見込めるので、供給力をいかに順調に高められるかにかかっている。設備
投資の進行とともに売上拡大が見込め、利益面でも 2 桁成長が見込めよう。

3つの点に注目
今後の事業展開では、3 つの点が注目できる。第 1 は、米国でのコラーゲンペプチド工場の稼働である。2014 年 4 月ごろの

稼働を目指している。これを日本に持ってくることによって、コスト競争力が高まる。
第 2 は、中国におけるコラーゲンケーシング工場の稼働である。北京郊外なので、スモッグの影響は心配ない。中国リスクに

ついても、米国の子会社からの投資であり、現地のパートナーもしっかりしているので、問題はないとみられる。
第 3 は、新製品のシーリング材である。顧客が広がりつつあり、2014 年 3 月期には数億円に育ってくるが、その後は年商

10 億円を目指してしる。利益率が高いので、かなりの利益貢献が期待できよう。

次の成長に向け設備投資が本格化
2013 年 3 月期の設備投資計画は 2Q 時点で修正された。当初の 2852 百万円をほぼ半分の 1487 百万円とした。北米での工

場建設が遅れていることによる。北米のコラーゲンペプチドの工場は全体計画を大幅に増やしたが、そのうちの同期分は減少す
る。2012 年 11 月に着工した。また、コラーゲンケーシングの工場も見直した。

当初の案では、1）北米でコラーゲンペプチドの工場（1000t 規模）を建設するのに 10 億円を投資する、2）同じ北米でソー
セージなどのコラーゲンケーシングの生産効率を 30％ほどアップさせるために 6.4 億円ほどかける、さらに 3）大阪工場の
CO2 を 25％削減し、省エネを推進するために 3.3 億円を投資する、というものであった。

米国工場のコラーゲンペプチドの能力は 1000t、中国は第 1 期で 500t、2 期で 1000t に持っていく計画だ。北米のコラーゲ
ンペプチドの工場は半年遅れた。スペックを見直して、品質の向上と生産効率の向上に一段と力を入れる。2012 年 11 月に着
工して、2014 年 3 月完成予定である。北米のコラーゲンケーシングは 2 期に分けて工事をしている。ここでの生産性を上げる
機械を導入していく。
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中国のコラーゲンペプチドの工場（広東）は 2012 年初めに完成していたが、食品製造の認可（QS マーク）をとるのに時間
がかかった。それも取得でき、9 月から生産に入っている。ここでのコラーゲンペプチドの原料は地元でとれる魚の皮（養殖テ
ラピア）を使う。また、ソーセージのコラーゲンケーシングの加工工場も建設しており、2013 年からは原料から生産に入る予
定だ。この中国のコラーゲンケーシングの工場は夏ごろに完成する。

ベトナムに工場を建設する。ベトナムではゼリーが注目されており、この需要拡大が見込める。ベトナムでは食品安定剤（ゲ
ル化）の生産を 2013 年に始める計画だ。アセアン地域では、ベトナムに初めて、生産拠点を持つ。食品材料の主力剤であるゼ
リー剤（ゲル化）を生産する。これを立ち上げた後、輸入販売の許可が取れれば、ゼラチン、コラーゲンペプチドへと拡げてい
く。また、アセアンの拠点としても位置付けている。
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4．中期経営方針　　アジアで圧倒的トップを目指す

アジア市場が伸びる
世界ゼラチン市場は年間 35 万 t、過去 10 年で年率 2％の成長をとげてきた。市場の

半分は欧州にあるが、これからは新興国が伸びる。一人当たり GDP と概ねパラレルに
ゼラチンの需要は伸びていく。食品の欧米化、薬のカプセル、健康食品のカプセルとい
う用途で市場開拓が進もう。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどが伸びよう。

中期目標と4つの挑戦
会社は中期目標として、売上高 400 億円、営業利益 40 億円を掲げている。需要はあるので、いかにうまく供給体制を整えて

いくかという点が重要である。また、それを担う人材の強化も重要である。
今後の優先課題とその対応という点では、4 つほどある。1 つはコラーゲンペプチドの供給力の拡大である。現在生産能力は

年間 1800t ほどあるが、これを 3000 ～ 4000t に上げる計画である。中国で 500t キャパの工場が稼動を始め、次に 1000t に
能力アップする。さらに、米国に 1000t キャパの工場を建設している。用途は、日本も中国も美容と健康用である。年間
1000t として 1kg1500 円とすれば、年商 15 億円に相当する。2000t の増強で年商 30 億円は見込めよう。

2 つ目はコラーゲンケーシングである。米国で設備更新投資をしている。この同じ設備機械を中国にもっていって、中国でも現
地生産を開始する予定である。新しい設備は従来のものに比べて生産性が 30 ～ 50％もアップするので効率的である。中国では、
初めは米国から輸入販売し、いずれ現地生産に切り替える。このコラーゲンケーシングで年間 30 億円以上の売上増が見込める。

3 つ目がゼラチンの供給力アップである。医薬品（ジェネリック）用カプセル、健康食品用カプセルなどに需要が伸びる。カ
プセルにはハードカプセル（粉末が入っている）とソフトカプセル（液体が入っている）の 2 つがあるが、従来のタブレット（錠
剤）からソフトカプセルにシフトしていく動きがある。薬効成分を油に溶かした方が、機能性が高いということで、ソフトカプ
セルの利用が進みそうである。

当社のゼラチンは品質がよいので、このソフトカプセルに向いている。現在、ゼラチンはフル生産である。大阪で年間 7000t
（牛）、彦根で 1500t（魚、一部牛）、米国・カナダで 6000t（トンピ）、インドで 4000t（牛）と、日本で 1 万 t 弱、海外で 1 万
tという規模である。この能力を2.5万tまで持っていく計画である。外部との業務提携やM&Aによって対応していく方向である。

4 つ目は、原料の確保である。需給がタイトな中で原料が上がっているので、供給力の確保が要である。牛骨はインド、北米、
タイが中心であるが、増強という点ではインドに期待できる。また、豚の皮（トンピ）のゼラチンは、ハム業界とゼラチン業界
の取り合いという競合もあり、今まで使っていなかった皮の部分を上手く活用していく。

さらに、長期的にみても、1）コラーゲンペプチドは、骨・関節向けのロコモペプチドがかなり伸びていく、2）医療生体材
料としてはグローバルな展開が見込める、3）電子機器用のシーラント、即ちシーリング高機能接着剤（ホットメルト技術）を
アジア展開するなど、有効な市場が広がろうとしている。
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新市場開拓の強化
当社は今後も成長が見込める 3 本柱を持っている。ゼラチン、コラーゲンペプチド、コラーゲンケーシングである。中期的な

展開では、攻めの分野が大きく広がっている。コラーゲン素材では、ゼラチン事業においてアジアでのゼラチンの拡販に力を入
れる。日本では高付加価値ゼラチンの販売が伸ばせる。日本でゼラチンの生産、販売について一貫体制をとっているのは当社の
みなので、その強みを活かしていく。

コラーゲンペプチドでは、中国での生産、販売を軌道にのせる。また、日本では機能性ペプチドの開発に力を入れていく。ラ
イフサイエンス分野では、医療用のコラーゲン、ゼラチンでスタンダードをとるように市場開拓を進めていく。コラーゲンケー
シングでは生産性の向上に力を入れ、中国での合弁事業を立ち上げていく。

フォーミュラソリューション事業では、食品材料分野で、コンビニがシニア市場の開拓に力を入れており、それに関連した材
料が伸びていく。接着剤では、電子機器用の高機能樹脂の用途開発に力を入れている。

全社的には省電力化に力を入れている。夏の電力供給に厳しい事態が想定されるからである。こうしたことを通じて、3 年後
の 2016 年 3 月期には、売上高で 400 億円、営業利益で 40 億円を目指している。

その場合の重点戦略は、第 1 がアジアの機能強化で、中国、インド、アセアンでの生産、販売機能を充実させていく。第 2
がゼラチン原料の確保である。世界的に需給がひっ迫しているので、独自のルートを一段と強化していく必要がある。第 3 が日
本、アジア、北米を基本テリトリーとして、ここで強固なポジションをとっていくことである。

ゼラチンに関しては欧州が主力で、日本では寒天が用いられるというのが、従来の文化であった。世界のゼラチン市場は約
35 万 t で、その半分が欧州で消費される。欧州の上位 3 社で世界シェアの 50％を握っているわけだ。欧州においても原料は潤
沢ではなく、彼らも原料を求めて南米、中国に進出しており、その原料をベースに生産能力を高めている。

彼らと違って、当社はゼラチンだけではなく、コラーゲンペプチドやコラーゲンケーシングも製造販売している。欧州のトッ
プ 3 は非上場であるが、生産規模から推定すると年商 400 億円前後である。そこで当社も 4 ～ 5 年後に売上高 400 億円に拡大
できれば、名実ともにトップクラスに食い込むことができる。欧州での健康食品市場は規制の関係で育っていない。

欧州のトップ3も当社の動きに興味をもっており、ゼラチンだけでなく。コラーゲンペプチドに展開しようという兆しもある。
しかし、日本の方が先行して健康食品の市場が大きくなってきたので、ここで優位性を発揮できよう。

コラーゲンペプチドの競争力の強化
コラーゲンペプチドに関する市場での注目度は高いが、大手同士の競争も激しい。2012 年は需要、価格ともやや軟化した。

競争激化の中で、競争力の強化には中国、米国工場の本格稼働が必要で、それにはもう少し時間を要する。
コラーゲンペプチドの機能性の良さについては研究が進んでおり、これをアピールする活動に力を入れている。学会、展示会、

料理学校、図書出版など多面的に展開している。
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コラーゲンペプチドのコスト競争力を強化するには、1）原料に近い立地に工場を作
り、2）一度ゼラチンを作って、そこからコラーゲンペプチドを産出するのではなく、
原料から直接コラーゲンペプチドを製造する、3）それを日本に輸入すると、関税が安
く済む、という方策を利用する。ゼラチンの輸入関税は 17％であるのに対して、コラー
ゲンペプチドは 5％である。

直接コラーゲンペプチドを作るという方法については、米国のノースカロライナで、
2014 年 3 月期から生産を始める。中国の工場でも、中国市場向けに同じ方法を取って
いく。

シーラントの新製品
シーラントは、防水、防塵、密封、緩衝用などに使われる。LED 照明にも密封用として需要である。シーラント（ガスケット）

については、これまで手で貼っていたシーラントをロボットで作業できるように新しい素材を開発した。すでにスマホ、デジカ
メ、スマートメ─タなどの応用が始まっている。

シーラントの売上高は、2013 年 3 月期 50 百万円、2014 年 3 月期 300 百万円程度が見込めそうである。数年後には 10 億
円を狙っている。革新的な製品なので、利益率は高い。
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現地での供給力を大幅に拡大、海外売上比率で40％を目指す
設備投資については、年 30 ～ 35 億円の大型投資が続く。3 年間で 80 ～ 90 億円ほ

ど投資する予定である。留保利益（配当支払い後税引利益）と減価償却を中心とした内
部留保で 20 ～ 30 億円は見込めるが、3 年間では 5 ～ 10 億円ほど不足気味になる可
能性がある。借入金や社債によるファイナンス、エクティ（株式）によるファイナンス
など、調達方法はいろいろあるので、特に問題はない。

大阪工場では、古い設備を壊してスペースを作り、そこに新しい設備を入れようとし
ている。同じ商品を同じように作るのではなく、より付加価値の高いものをより効率的
に作ろうとしている。

医療用や新しいシーリング材などは付加価値が高い。大量に作る必要があるものについては、国内ではなく海外で作る。原料
に近いところ、消費地に近いところなど、適地を選んでいく。アジアで圧倒的ナンバーワン、世界でもトップクラスになるため
には、生産効率のアップ、高付加価値化の推進、生産能力の増強が必要となるからである。

世界のゼラチン市場は年 35 万 t であるが、年 2 ～ 3％は成長していこう。2％といえば 7000t に相当し、当社の大阪工場 1
つ分である。中国をはじめ途上国では食品やお菓子が伸びる。先進国ではカプセルを利用した医薬品、健康食品が伸びる。とり
わけ、海外市場でシェアを高めるために、北米やインドで増産を図っていく必要がある。そのためには M&A や資本提携も必要
になってこよう。

コラーゲンケーシングは、米国や中国のソーセージ向けに大きく伸びよう。従来使われていた羊腸に取って代わっていく。
コラーゲンペプチドについては、従来は日本から輸出してきたが、今後は米国で設備を増強し、逆に日本に持ってくる。ゼラ

チンの関税は 17％であるが、コラーゲンペプチドは 5％である。米国で加工した方が、コストメリットが大きいわけだ。
海外売上比率は現状で 30％程度であるが、将来はこれを 40％、50％へ上げていく方針である。年商 400 億円に増えるかな

りの部分が、海外売上増によるものとなろう。

世界トップクラスを目指し、人材を強化
世界のトップ 3 とどう戦うかという点で、当社の方針ははっきりしている。彼らとは別の戦略でオンリーワンを目指す。
大型投資の 3 分の 1 は国内、3 分の 2 は海外で、海外は米国、中国、インドが中心になろう。年間 30 億円の大型投資は、数

年後には減価償却と内部留保を合わせたキャシュフローで賄えるようになるが、当面の内部資金だけでは不足する。売掛金や在
庫という増加運転資金は借入れや社債などで対応する必要もあろう。

人材も重要になる。海外の子会社、関係会社の社長は、日本と同じように育てている。米国の販社のトップは米国人で、新卒
で入って 20 年間そこで働いている。米国とカナダの生産子会社の社長は同じカナダ人が兼任しており、15 年働いている。イ
ンドの合弁会社の社長は入社して 35 年、その企業一筋である。このようにロイヤリティが高いマネジメント層を育てている。

キーとなる人材はきちんと引き留めておくようにしている。曽我社長自身米国に 5 年滞在したことがあり、今は毎月テレビ会
議で各拠点のトップと話をしている。年に 4 回は彼らが本社に来ており、社長も現地に出かける。合計で年に 10 回くらいは会っ
て、気脈を通じている。

当社はグローバル展開に当って、人材の補強が必要である。中国については、自前でやるのではなく、パートナーを求めてき
た。2 つの事業を進めるが、ソーセージのコラーゲンケーシングでは、天然の羊腸を扱っている会社と組む。もう 1 つのコラー
ゲンペプチドでは、その原料をもっている会社と組む。しかも台湾で食品安定剤をやっている会社にも入ってもらうという布陣
である。3 年前からパートナーを探してきた。それが見つかったので、中国進出を本格化させることにしたのである。
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持分利益を含めた経常利益に注目
4 年後の 2016 年 3 月期で、会社側では売上高 400 億円、営業利益 40 億円を目指

している。この達成は射程内にあるとみてよいが、工場建設による供給力の向上と市場
開拓が順調にいくかという点で、アナリスト予想は少し慎重に見ておきたい。2015 年
3 月期で売上高 350 億円、営業利益 28 億円は十分達成出来そうなので、これを予想と
する。今後の展開については、実績を見ながら修正を検討するという姿勢である。

コラーゲンペプチドの内需は健康食品、美容・化粧品向けに伸びる。現在ゼラチンで
は国内トップだが、コラーゲンペプチドではニッピに次いで業界 2 位である。ニッピ
のシェア 40％、当社 30％というところだが、米国に工場作り、一貫生産する中で日本に持ち込めば、供給力とコスト面でも優
位に立ち、トップの座を獲得することができよう。

海外では中国でコラーゲンケーシングとコラーゲンペプチドが伸びる、北米ではコラーゲンケーシングが伸びる、アジアと北
米ではベースとなるゼラチンも伸びる、とみている。

セグメント別にみると、コラーゲン素材の伸びの方が高い。米国で作るコラーゲンペプチドは一貫生産によって、コストが下
がろう。中国のコラーゲンケーシングについては、当初は米国から輸入するが、いずれ現地で生産してコストを下げていく予定
である。フォーミラソリューションにある接着剤の採算は相対的に低いが、ここのコモディティについては集約していく方針で、
差別化のきく新開発のシーリング材にシフトしていく。

また、現状では国内の利益率が海外の利益率を上回っているが、現在の海外売上比率 30％が 40％に上がっていく過程では海
外の採算が向上していこう。インドのニッタゼラチンインディアの持分投資利益も一定程度寄与してこよう。よって、営業利益
を上回る経常利益が達成できよう。なお、米国の子会社には、税務上のロスが残っているので、これを活用することによって納
税額は少なく済むので、実質のキャッシュ・フローにはプラスに働く。



新田ゼラチン（4977）
コラーゲン素材でアジアNo.1 をめざす

アナリスト：�鈴木行生

Up�Date：2013.3.5

5．企業評価と投資判断　　コラーゲンペプチドで世界をリード

投資回収の確度は高い
中期業績については、1）米国に作るコラーゲンペプチド工場が順調に立ち上がるか

どうか、2）それを日本にもってきて市場を拡大できるか、3）中国でコラーゲンペプ
チドをどこまで広げられるか、がポイントである。いずれも需要はあるので、供給力の
強化に向けて新工場が上手く立ち上がるかにかかっている。工場のノウハウは内外で十
分有しているので、今のところ心配ない。売上高営業利益率については、7 ～ 8％は十
分確保できる。これに高付加価値品がオンしてくれば、10％を目指すこともできよう。

世界のトップクラスを目指すという点では、ゼラチンで世界 4 位をすぐに 3 位に上げるのは、差があるので難しい。コラー
ゲンケーシングは世界で 4 ～ 5 位につけているが、ここのレベルを上げていくことはできよう。コラーゲンペプチドについては、
日本がメインマーケットで、現在は 2 位であるが、これをトップにすることも可能である。一貫生産体制が一段と強化される
2014 年が勝負となろう。

設備投資の成果に注目
中期目標の達成に向けて、明確な戦略を有しており、ビジネスモデルも頑健であるが、設備投資の成果を出すのに一定の努力

を要する。供給力の強化がうまくマーケティングに結びつくかどうかを確認していきたい。
2011 年 4 月に 1：2 の株式分割をおこなった。配当については、2012 年 3 月期の 10.0 円に対して、2013 年 3 月期は記念

配も入れて 14.0 円を予定している。配当性向については、当社は成長期にあり、資金需要も旺盛なので、15％を目途としている。
投資家からみると、拡大する設備投資の資金調達が気になる。外部資金調達として 10 ～ 15 億円は確保したいところである。

もしエクティファイナンス（公募増資）を 10 ～ 15 億円程度行うとすれば 7 ～ 10％のダイリューション（株式の希薄化）が起
きることになる。これはマーケットで嫌われるので、株価にはネガティブに働こう。

ポイントは 4 年間で利益を倍増させるという計画が順調に進むかどうかである。予定通り進捗するのであれば、7 ～ 10％の
ダイリューションは十分吸収できるので、株価の下げも短期的、一時的なものに留まろう。むしろ、流動性が高まるので、取引
の活発化にはいい影響も出てこよう。

3 月 5 日の株価（950 円）で見ると、PBR 1.63 倍、ROE 14.9％、PER 10.9 倍、配当利回り 1.5％である。中期利益成長率
として 15％以上は十分見込めるので、株価は PBR、PER から見て、まだ割安感はあるが、積極投資の成果を見たいところでも
ある。営業利益倍増計画を反映すると今後の上昇余地は大きい。コラーゲンペプチドで世界をリードする会社を目指す新田ゼラ
チンに期待したい。
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