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Up�Date：2013.5.31ポイント
● 2014 年 3月期も先行投資の踊り場が続く。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はあるものの、大型投資がここ 2年ほど続く。今
期の経常利益は 1890 百万円（前年度比－ 5.6％）と、小幅減益となろう。原料高に対
応する国内での値上げがどこまで浸透するかがポイントである。円安も国内コストには
響くので、その吸収にはやや時間を要しよう。

●当社はゼラチンで国内シェア約 60％を有する№ 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
に東証 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。

●インドへ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№ 1になろうという戦略である。

●中期 3ヵ年計画では、2016 年 3月期に売上高 410億円、営業利益 42億円、海外売
上比率 45％（2013 年 3月期 33％）を目指している。来期 2015 年 3月期の営業利益
は 27億円と、今期比大幅増を見込んでいるが、これは大型投資の効果に加えて、イン
ドのグループ企業（ニッタゼラチンインディア、ムンバイ市場に上場）を子会社化して、
フル連結することによる。

●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。大型投資と利益
倍増計画の進捗を見ながら、株式市場での評価も高まって行こう。ゼラチンとコラーゲ
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 27763 （－0.6％） 2015（＋35.6％） 2002（＋44.8％） 1375（＋30.8％） 99.9 509.5 10.0 

前期実績 28772 （＋3.6％） 1618（－19.7％） 2002 （＋0.0％） 1565（＋13.8％） 99.3 622.8 14.0 

今期会社予想 32700（＋13.7％） 1700 （＋5.1％） 1890 （－5.6％） 1380（－11.8％） 87.5 ─ ─

今期アナリスト予想 32700（＋13.7％） 1700 （＋5.1％） 1890 （－5.6％） 1380（－11.8％） 87.5 622.8 12.0 

来期アナリスト予想 38600（＋18.0％） 2700（＋58.8％） 2600（＋37.6％） 1500 （＋8.7％） 95.1 ─ 14.0 

来々期アナリスト予想 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

注 1）ROE、PER、配当利回りは 2014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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1. 特色　　ゼラチンで国内トップ、世界で第 4 位

ゼラチンは古くて新しい
最近、ゼラチンの機能について TVで取り上げられることがある。一般には ‘ゼリーの素 ' としては知っていても、それ以外

あまり知られていない中で、保水性、ジューシー感などが新鮮に受け止められている。「魔法の粉」として紹介されたりするが、
コラーゲン、ゼラチン、コラーゲンペプチドの良さと違いはまだまだ知られていない。
当社は原料メーカーであるので、それが使われている取引先の製品についてアピールするわけにはいかない。しかし、すでに

ゼラチンでシェア 60％を握っているので、機能が知られれば知られるほど当社にはプラスに働こう。
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（色が写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、新しいものに取って代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。接着剤

の技術を応用した新しいシール材（パッキン）、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、iPS 細胞など再生医療への応用、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、DDS（ドラッグデリバリーシステム）としてできる。
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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、基本的に素材が軸で、
原料から一貫生産している製品をまとめている、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、これに配合技術を応用して製品に仕上げ、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、コラーゲンペプチド、コラーゲンケーシングなどが

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コラーゲンペプチドで、これは健康食品として発展している。このコラーゲンペプチドがさら
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、コラーゲン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約 60％（2011 年度）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。日本では現在 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、皮のなめし液を採取した樹木を利用してベニア板の生産
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

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（34
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ヶ月間お
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。石灰水につけたオセインを水洗した後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
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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
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。ゼリーの粒（ハ
イドロゲル）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、1g4000 円前後である。通常のゼラチンが 1㎏ 1000 円前後であるのと比べると、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255人が働いている。ゼラチンの生産量は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 1㎏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。
当社は特許を、120～ 130 件ほど保有している。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、単体で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、

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 年に続き 2013 年もモ
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
接着剤事業では、蓄積技術を活用したシーリング材（高機能樹脂）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、樹脂をのりのようにロボットで塗布して、紫外線で固めてパッキ
ンを形成する。スマホやタブレットなど電子機器の防水、防塵用にパッキンを手で取り付けていたのが自動化でき、複雑な形状
でも無人化できるというメリットがある。
製本用の接着剤（ホットメルト形）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。

上場を機に飛躍を期す
当社は 2000 年くらいから上場を目指してきたが、延期を余儀なくされた。BSE問題（牛の脳の病気）の影響を受けたのであ

る。ゼラチンと BSE に直接的な関係はないが、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に、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。1）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、2）当然ファイナンス（資金調達）ニーズもある、3）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、よい特性が出なかった。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 年は 50に、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、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。世間では 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、つまりコ
ラーゲン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持分法適用会社である。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。
ケララ州は地図でいうと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も利用されている。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（豚皮）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

が一度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
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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。ソーセージには羊腸を

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。
さらに、2012年9月に中国で北京新田膠原腸衣有限公司を設立した。コラーゲンケー

シングの生産、販売を行い、資本は当社 70％、現地 30％である。ベトナムでは、
2013 年 1 月にニッタゼラチンベトナムを設立した。食品用安定剤（ゲル化剤）を生産、販売する。資本は当社 75％、現地
25％である。

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 255人、連結で 624人である。米、加のコラーゲンケーシングの子会社に 240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 600人弱が働いている。
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 255人の約 3割の人員は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。



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：2013.5.31

3. 中期経営計画　　アジアで圧倒的 No.1 を目指す

創業 100 周年に向けて、中期 3 ヵ年計画を推進
当社は 1918 年（大正 7年）設立、今年で 95年目に当り、2018 年には創業 100 年

を迎える。それに向けて「創業 100 年ビジョン」を策定した。連結グループの社員数
は 624名である。
2018 年度の創業 100 周年には、売上高 500 億円を目標にしている。売上高営業利

益率でも 10％以上が目標だ。付加価値の高いコラーゲンペプチド、コラーゲンケーシ
ングを伸ばしていく方向である。そのためには、まずは生産力を高める必要がある。需要があるのは分かっているので、供給力
をいかにスムースに高めていくかが勝負である。
今回の中期 3ヵ年計では、2016 年 3月期に売上高 410億円、経常利益 42億円、海外売上比率 45％を目指している。
その中では、コラーゲン素材のウエイトが売上げ、利益ともに上がっていく。ゼラチンでは、他社にないものを作っていく。

具体的には、1）においのないもの、2）冷水に溶けるもの、3）熱で溶けないゼラチンなどで新しい市場を作っている。当社は
原料から作っているので、精製技術をもっている。ここで、他社にできないものを技術開発し、それが顧客に受け入れられてい
る。
ライフサイエンスにおいても、当社のゼラチン（beMatrix）が注目されている。この分野の細胞培養にはコラーゲン（液体）

が使われていたが、粉のゼラチンなら濃度を容易に調整することが出来る。学会発表などで先生方にも使ってもらった成果が世
界的に伝わっている。
また、アジアの市場が伸びるので、アジアが求めるものをアジアのコストで提供する仕組みを作っていく。そのために、イン

ドの関係会社の実質的な経営権を強化して、子会社にする。また、供給力の増強に向けて、インド、中国、ベトナムでの生産力
を高めていく。
コラーゲンペプチドに関しては、2014 年春に米国で新工場を稼働させる。中国の子会社での生産も本格化する。ブランドを

「Wellnex」として普及を図っていく。
コラーゲンケーシングについては、原料から製品までの一貫生産体制を作る。中国では中国のコストに見合った機械を導入し

て対応する。
食品材料については、アプリケーションラボをベトナムに作り、ベトナムでの生産を軸に現地ニーズに合わせていく。
シーリング材（高機能樹脂）は、スマートフォン、スマートメーター用などに市場を開拓していく。今は人手によってパッキ

ンを貼り付けているが、ロボットによる樹脂の塗布と紫外線硬化により自動化が可能になる。日本はもちろん、中国、台湾など
へも拡大していく方向だ。このシーリング材は年商 10億円を目指している。展示会での評判は高く、市場開拓は着実に進んで
いこう。

アジア市場が伸びる
世界の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ていくであろう。
中期計画では、アジアのゼラチン需要が大きく伸びるので、そこでのシェア拡大を目指している。アジアの 1人当たりGDP

は今後も相対的に高い伸びが見込める。1人当たりゼラチンの消費量は、日本で年間 133g（1人当たりGDP4.5 万ドル）、欧米
も 1人当たり 100 ～ 200g である。アジアでは、2020 年までの 10年で、中国が 37g から 56g へ、アセアンが 10g から 30g
へ、インドが 9gから 15g へ伸びると、新田ゼラチンは予想している。
そうなると、世界のゼラチンの需要は、2010 年の 34.6 万 t が 2020 年には 42.5 万 t へ拡大する。このうち、日本は 1.7 万

t でほとんど伸びないが、アジアは 7.25 万 t が 12.9 万 t へ拡大する。世界需要が 10年で約 8万 t 増えるうち、アジアの増加
が 5万 t で、大半の需要はアジアで伸びる。ここをとっていこうという作戦を立てている。
1人当たりGDPが増えるにつれて、食肉の消費量も増える。ソーセージのケーシングや加工食品、化粧品、医薬品、健康補

助食品などに、ゼラチン、コラーゲンケーシング、コラーゲンペプチドの需要は増えていこう。

4 つの挑戦
今後の優先課題とその対応という点では、4つある。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
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1 ㎏ 1500 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。
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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。各工場での増産と業務提携や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、安定した調達が要である。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、即ちシーリング材（高機能樹脂）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。

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 410億円、営業利益で 42億円を目指している。

アジアでトップをとる
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％を握っているといえる。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。そこで当社も数年後に売上高 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。
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
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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、

2015 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採用し
ていく。

シーリング材の新製品
シーリング材は、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ものをロボットで作業できるように新しいシステムを開発した。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。
シーリング材の売上高は、2013 年 3月期数千万、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。

次の成長に向け設備投資が本格化
設備投資は 2013 年 3月期の約 12億円が、2014 年 3月期は 34億円に拡大しよう。北米ケーシング工場に 4億円、北米ペ

プチド工場に 12億円、その他中国のケーシング工場などを含めて 18億円を予定している。
今期は大型投資となるが、来期も投資は続くことになる。この 3年間で設備投資を 110億円ほど行う。1年目から 34億円だ

から、2年目で 40～ 50 億円、3年目で 30～ 40 億円というパターンである。基本は内部資金（留保利益＋減価償却）で賄う
予定だが、一時的には借入金で対応することになろう。
米国のペプチド工場が稼働すれば、それを日本にもってくる。現在はゼラチンを輸入してコラーゲンペプチドに仕上げている

が、直接当社の現場工場から持ち込む。関税が 17％から 5％に下がるのに加えて、エネルギーコストなど製造原価も安くなる
ので競争力は大幅に高まろう。
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。
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、同 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獲れる魚の皮（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、夏頃に完成する。また、2016 年 3
月期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頃に完成する。
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。食品材料の主力であるゼリー
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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。

現地での供給力を大幅に拡大、海外売上比率で 45％を目指す
ゼラチンの需給はタイトであるが、当社はグローバルな供給力の強化を図っていく。牛骨では、米国産の牛の背骨が使えるよ

うになるので、ここで増える。インドでは、南、中央、西などへ地域を拡げていく。パキスタンにも牛はいる。タイには水牛が
いる。こうしたところの調達ルートを作っていく。
豚の皮では、北米のスナックメーカーが購入しているが、彼らが使わないものが活用できるので、ここにも拡げたい。
工場があるところでは、地元との共生を最も大事にしている。地元に自慢してもらえる会社になるために、様々な活動をして

いる。
海外売上比率ではアジアのウエイトが上がっていく。今の 4％が 3～ 4年後には 10％近くに上がっていこう。

世界トップクラスを目指し、人材を強化
今後の重要課題の 1つは、中国でのケーシング事業の人材確保であると曽我社長はいう。コスト競争力をつけるための新しい

設備の開発は米国で行っている。この中国の会社は米中の合弁会社であるが、人材については、日本からも出していく必要があ
る。
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ので、

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、米国で 5年勤務経験があり、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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4. 当面の業績　　先行投資で業績は横這い圏

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きた。

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。
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。
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。
当社は国内シェア約 60％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。

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。
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2013 年 3 月期は大震災による特需が一巡し営業減益へ
2013 年 3月期は、売上高 28722 百万円（前年度比＋ 3.6％）、営業利益 1618 百万

円（同－ 19.7％）、経常利益 2002 百万円（同 0.0％）、当期純利益 1565 百万円（同
＋ 13.8％）となった。
海外では、ゼラチン、ケーシングの需要が旺盛で、市況もよかった。一方、国内はデ

フレで価格が下がり気味、そのうえ原材料、エネルギーのコストアップが響いた。とり
わけ、営業利益面では円安も加わった。
経常利益が横這いに留まったのは、インドのニッタゼラチンインディアの特分法投資

利益が増加し、為替差益も加わったことによる。当期純利益は、海外の利益が増えたので、過去の損失の影響もあり、税負担が
少なくてすみ、かなり増益となった。
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。
期初の計画に比べると、映画フィルム用ゼラチンがデジタル化の進展で減少し、ゼラチン原料やエネルギーコストの上昇が大

幅であった。

セグメント別でみると、コラーゲン素材では、1）ゼラチンは、カプセル用が堅調であったが、原料コストのアップが価格に
は転嫁できず負担となった。一方、海外では需要が堅調なうえ、値上げも浸透した。2）ペプチドでは、国内では他素材（コン
ドロイチン、グルコサミン）との競合から、販売数量、単価とも弱含みであった。海外では伸びる予定が原発の風評被害もあり
低調であった。3）ケーシングは、北米、中国とも好調であった。
フォーミラソリューションでは、1）食品材料で、コンビニデザート用の品質改良剤は好調であったが、総菜用では低迷した。

2）接着剤では、建材用ホットメルト形の需要が伸び、価格改訂も進んだ。高機能のシーリング材も市場開拓が進んでいる。
バランスシートでは、円安の進行に伴う為替換算調達勘定が減少したこともあり、自己資本比率は 38.6％（前期 34.4％）へ

改善した。
キャッシュ・フローは、営業キャシュ・フロー 2050 百万円に対して、投資キャッシュ・フローが 1557 百万円に留まり、フ

リーキャッシュ・フローはプラスに終わった。予定の設備投資が遅れたことによる。

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月期はこれが影響した。
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ゼラチンの国内値上げがスタート
ゼラチンの国際価格は需給のタイト化でじりじりと上がっている。従来の 5ドル／

㎏が今は9ドル／㎏まできている。その原料である牛、豚の原料コストも上がっている。
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。
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。
海外では価格改訂が出来ているが、日本国内ではこれまで進んでいなかった。しかし、

円安の進行もあり、値上げは避けられない。国内での値上げは、ゼラチンとペプチドが対象である。円安はエネルギー価格の上
昇は自助努力として、原材料の上昇分のみを値上げの対象にしている。
2008 年以来 5年ぶりの値上げ交渉となる。コスト見合いでは 15％のアップが必要であるが、どこまで浸透するかは、今後

の交渉次第である。既に値上げ交渉に入っており、下期には 10％程度は上がってこよう。

円安の影響はややマイナス
当社にとっての為替の影響については、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。
円安は 1円で 12百万円前後のマイナスになる。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。豚のゼラチン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 月期はまだ踊り場
2014 年 3月期について、売上高 32700 百万円（前年度比＋ 13.7％）、営業利益 1700 百万円（同＋ 5.0％）経常利益 1890

百万円（同－ 5.6％）、当期純利益 1380 百万円（同－ 11.9％）を見込んでいる。
今期もゼラチンの市況は上昇しており、2010 年の 5ドル／㎏が今は 9ドルにまできている。国内の市況はまだ厳しく、円安、

原料、エネルギーのコストアップを十分吸収できるほどではない。設備増強の効果で売上高は数量的に伸ばすことはできるが、
コストアップもあり、利益は横這いに留まろう。
セグメント別にみるとコラーゲン素材は、1）ゼラチンの需要は伸びが見込める、2）国内でも値上げの浸透を図る、3）中国

の新工場の本格稼働などによって、前期比＋ 18.9％増収、同＋ 13.9％増益となろう。
フォーミュラソリューションは、食品材料やシーリング材を伸ばすが、原材料価格のアップが響くので、＋ 4.0 増収ながら、

－ 16.6％の減益となろう。
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2014 年 3月期については、円安も含めた原料高とコラーゲンペプチドの拡販がある
ため利益は伸びない。コラーゲンペプチドの拡販は顧客開拓を先行する面も含んでいる。
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円となった。2014 年 3月期の会社予想は 12円であるが、配当性向 15％を
目途としているので、14円が継続される可能性もあろう。

2015 年 3 月期より、インディアを持分利益からフル連結へ
ニッタゼラチンインディア（ムンバイ上場、時価総額 26億円）は 2つの子会社を有

している。2015 年 3月期には、ここを連結子会社化し、フル連結対象にする。従業員数は今の 624名から 1200 名に増える。
インドの関係会社を実質子会社として連結対象に入れると、業績への影響はそれなりにある。今まで営業外収益に入っていた

持分法投資損益（46％分）が、フルに営業利益に入ってくる。しかも、税前の利益として寄与するので、その額は 5億円前後
となろう。
インドの子会社の活用はアジア戦略上重要である。アジアのイスラム教の国々の市場開拓には、ハラル認承（イスラム基準の

品質管理ルール）をとる必要がある。その点ではインドの信用力は高いので有利に働こう。
2015 年 3月期の会社計画で、営業利益は今期計画の 17億円から 27億円へ、10億円も一気にアップするが、これは、1）

インドの子会社のフル連結効果、2）ペプチドの北米生産本格化による日本の採算向上、3）ゼラチンの拡販効果によるもので
ある。会社計画が十分達成できると予想する。
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5. 企業評価と投資判断 
　　　　　　　ゼラチンと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 円とする。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 20億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 20億円程度行うとすれば 10％弱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3年間で営業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、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で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。
5月 31 日の株価（1331 円）で見ると、PBR　2.14 倍、ROE　13.8％、PER　15.2 倍、配当利回り 0.9％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。ゼラチンと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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