
©2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

香港証券取引所の概要
香港証券取引所の特徴
香港証券取引所については新規上場による資金調達額が2016年に世界第1位となり世界
有数の証券市場に成長しました。2014年11月に上海・香港株式相互取引および2016年12

月に深圳・香港株式相互取引が開始され、香港証券取引所は、存在感を増している中国
本土の投資家を取り込むことで取引の拡大を進めています。このような中、巨大な中国
本土マーケットへのゲートウェイとして、香港上場に対する関心が非常に高まり、近年
では外国企業の香港上場も増加しています。2012年8月に株式会社ダイナムジャパンホー
ルディングスおよび2015年4月にニラク・ジー・シー・ホールディングスが日本企業とし
て初めて香港市場にプライマリー上場しました。2014年3月、ユニクロで知られる日本の
アパレル最大手の株式会社ファーストリテイリングが香港にセカンダリー上場しました。
さらに、2017年9月、日本工作機械メーカーツガミの中国子会社であるプレジション・ツ
ガミ・チャイナが香港証券取引所に新規上場しました。日本企業のみならず、コーチ
（米）、ロクシタン（仏）、サムソナイト（米）、プラダ（伊）など、グローバル企業も
香港での上場を果たしています。

上場企業の産業
産業別のシェアを上場企業数と時価総額で比較した右のグラフを見ると、香港証券取引所
の上場企業のセクターとして、金融業、不動産・建設、消費財および消費者サービスがそ
の大きな割合を占めていることが分かります。

2つのマーケット ～メインボードとジェム～
香港証券取引所にはメインボード（Main Board）とGEMという2種類のマーケットが存在
します。メインボードは、大型優良企業向け市場であり、GEMは中小規模企業向けの市場
です。上場形態として、メインボードはプライマリー上場（通常の新規上場）とセカンダ
リー上場（第2市場としての上場）の両方が可能ですが、GEMはプライマリーのみ可能です。

会計基準
上場時に適用できる会計基準としては、香港財務報告基準（HKFRS）およびIFRSが
あります。ただし、セカンダリー上場の場合、一定の条件のもと日本基準も許容され
ます。主な上場基準は下表のとおりです。

■ メインボードの産業別の
上場企業数割合（2017年12月現在）

市場名 メインボード（Main Board） GEM

上場企業数（2017年12月末） 1,794社 324社
時価総額（2017年12月末） 33兆7,180億香港ドル（約488兆9,109億円） 2,808億香港ドル（約4兆722億円）

財務数値要件

以下の（ア）（イ）（ウ）の要件のうち、いずれかを満たすこと
（ア）利益基準
直近3事業年度の利益合計額5,000万香港ドル（上場直前期の利益が2,000万香
港ドル以上で上場直前期以前の2事業年度の利益合計額が3,000万香港ドル）、
かつ、時価総額（上場時）5億香港ドル以上
（イ）時価総額／売上高基準
時価総額（上場時）40億香港ドル以上、
かつ、売上高（上場直前期）5億香港ドル以上
（ウ）時価総額／売上高／キャッシュフロー基準
時価総額（上場時）20億香港ドル以上、かつ、売上高（上場直前期）5億香
港ドル以上、かつ、営業キャッシュフローがプラスであり、直近3事業年度の
営業キャッシュフロー合計額が1億香港ドル以上

以下（ア）（イ）の両方の要件を満た
すこと
（ア）時価総額基準
時価総額（上場時）1.5億香港ドル以
上
（イ）キャッシュフロー基準
営業キャッシュフローがプラスであ
り、直近2事業年度の営業キャッシュ
フロー合計額が3,000万香港ドル以上

言語 英語および中国語 英語および中国語

継続開示
年次報告書：4ヵ月以内
半期報告書：3ヵ月以内
なお四半期開示は義務ではないが、実務慣行として開示が推奨されている

年次報告書：3ヵ月以内
半期報告書：45日以内
四半期報告書：45日以内

内部統制 内部統制監査は不要（ただし、香港会社条例や香港証券取引所の上場規則遵守
のための内部統制の構築は必要） 同左

■ メインボードの産業別の
時価総額割合（2017年12月現在）

2017年12月末現在為替レート：14.5円／HKD
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