
タイ証券取引所の概要

タイ証券取引所
タイ証券取引所の時価総額は現地通貨ベースで、2016年までの3年間で33%の伸びを示し
ており、東南アジアではシンガポールに次ぐ市場規模です。2016年末現在、656の企業が
上場しており、このうち2016年の新規上場は27件であり、市場の好調ぶりがうかがえま
す。日本企業が出資している企業では、THAI STANLEY、AEON THANA SINSAP、
FURUKAWA METAL、MURAMOTO ELECTRON、THAI TORAYなどが上場しています。

タイでは、国内産業の保護などを目的とする「外国人事業法」の規制により、農業、建設
業、サービス業といった業種においては、外国人保有タイ法人（資本金の50％以上が外国
企業によって保有されるタイ法人など）を設立および上場させることはできません。一方
で、持株会社、製造業および一定の規模を持つ卸売業、小売業などは規制の対象外となっ
ており、設立および上場にかかる制約はありません。特に持株会社について、タイ証券取
引所は、タイへの誘致を目的として、最低事業継続年数などの上場要件を緩和した特別の
上場基準を設けています。タイはASEAN（東南アジア諸国連合）のほぼ中心に位置し、
またインドや中国といった大国にも近く、近年注目されているミャンマーとも隣接してい
ることから、ビジネス地政学的には要衝とされており、周辺諸国に比べても、産業の集積
度・インフラ面の優位性から、チャイナプラスワンとしての注目度を高めています。持株
会社の上場における優遇制度を利用し、アジア地域を統括する持株会社を、子会社のス
テータスのままタイで設立および上場するメリットは高いといえるでしょう。

また直近では、外国企業のプライマリー上場も認める規制緩和がなされ、外国企業に
とってもますます魅力ある市場になっています。

上場企業の産業
産業別のシェアを上場企業数で比較した右のグラフを見ると、タイ証券取引所では、不動
産および開発、サービス、工業がその大きな割合を占めています。

2つのマーケット ～SETとmai～
タイ証券取引所にはSET市場（メイン市場）とmai市場があります。SET市場は主に大企
業向けの市場で、公開企業の8割以上がSET市場に上場しています。一方、mai市場は
1999年に誕生した、主に将来の成長可能性を重視した中小企業向けの市場です。

会計基準
タイ国会計基準の他、プライマリー上場する外国企業についてはIFRS基準の財務諸表など
も認められます。

■ 産業別の上場企業数割合
（2016年12月現在）

市場名 SET市場 mai市場
上場企業数（2016年12月末） 522社 134社
時価総額（2016年12月末） 15兆792億バーツ（約48兆8,566億円） 4,254億バーツ（約1兆3,783億円）

財務数値要件

次の（ア）（イ）（ウ）の基準をいずれも満たすこと
（ア）直近2または3事業年度の累積純利益が5,000万バーツ以上
（イ）上場直前期の純利益が3,000万バーツ以上
（ウ）上場申請期の四半期損益の累計が純利益であること

次の（ア）（イ）の基準をいずれも満たすこと
（ア）上場直前期の純利益が1,000万バーツ以上
（イ）上場申請期の四半期損益の累計が

純利益であること

継続開示
－期末
－四半期

決算日後60日以内に監査済財務情報を開示（第4四半期財務諸表
を提出している場合3ヵ月以内）。四半期はレビュー済財務情報
を四半期決算後45日以内に開示

同左

内部統制 内部統制監査制度はなし 同左
使用言語 タイ語・英語 同左

■ 産業別の時価総額割合
（2016年12月現在）

2016年12月末現在為替レート：3.24円／THB
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