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まえがき 

A 株 IPO 市場では 2018 年に入ってから第 3 四半期まで、安定した状態が続いています。2018 年以来、規制当局は引き続き「量より質」を

重視しているため、その結果、申請取下げの大幅増、新規上場申請の却下が発生し、これを受け、審査中の上場申請件数が激減しました。 

2018 年第 3 四半期では、香港株式市場における IPO が過去最高レベルの活況を呈し、資金調達総額が 2017 年通年の金額を超えまし

た。新しい上場制度の導入は、「ニューエコノミー」企業から大きな関心を集め、売上のないバイオテック企業 3 社と、複数議決権株式を採用する

企業 2 社が第 3 四半期末までにそれぞれ上場を果たしました。 

本稿では、2018 年第 1 から第 3 四半期までの A 株と香港 IPO 市場の動向を分析します。また、滬港通（フーガントン、Shanghai−Hong 

Kong Stock Connect）・債券通制度の最新情報も併せてお伝えします。 

 

2018 年 10 月 

 

China Management News  
（KPMG中国マネジメントニュース） 

中国本土と香港の IPO およびその他市場の動向 
～2018年第 3四半期レビュー～（1） 
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世界の証券取引所ランキング 

 

中国本土の IPO市場 

A株 IPO：2018年第 3四半期（YTD）のハイライト 

2018 年第 3 四半期までの 9 か月間でみると上海証券取引所（SSE）及び深圳証券取引所（SZSE）を合わせると 88 件の新規上場が

あり、資金調達総額は 1,154 億元（約 167 億米ドル相当）でした。昨年同期より新規上場件数が大幅に減少したのは、上場承認件数が

減少したためです。 

A 株市場では、引き続き工業、テクノロジー・メディア・通信（TMT）、消費者市場関連の IPO が中心となり、新規上場の約 72％を占めてい

ます。同期間における最大規模の IPO 上位 2 社は TMT 部門と工業部門でした。 

2018 年第 3 四半期の A 株 IPO 承認率は 61％で、同年第 2 四半期と比べ大きな変化は見られず、比較的安定した水準で推移しました。

申請取下げが大幅に増加したことと、新規上場申請が大量に却下されたことにより、審査中の上場申請件数は年初の 511 件から 273 件に

激減しました（2018 年 9 月 14 日現在）。 

米中貿易摩擦が続いているにもかかわらず、この数カ月間、A 株市場では毎月コンスタントに 6～12 社前後の企業が上場しています。また、

MSCI 指数に組み入れられてから、A 株市場は全世界の投資家から強い関心を集めていますが、市場の先行きが不透明な中、規制当局は

「量より質」を重視する姿勢を堅持しています。 

 

A株 IPO：概観 

・A 株 IPO 市場では、2018 年第 3 四半期までの 9 か月間に 88 件の新規上場がありました。調達総額は 1,154 億元（約 167 億米ドル

相当）で前年同期を 34％下回りました。SSE も SZSE も、上場承認件数が減少した関係で新規上場件数と資金調達総額が減少しまし

た。 

・2018 年は IPO の約 30％が中規模または大規模（調達総額が 10 億元超）だったため、平均取引規模は前年同期比で 5 億元から 13

億 1,000 万元と 2 倍超に増加しました。一方、過去 5 年間における、中・大型 IPO は 10％以下でした。 

(1)2018 年 9月 14日時点の統計に基づく。                   出所：Bloomberg および KPMG の分析 

(2)米ドル／香港ドルの換算レートは 7.8 である。 
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・規制当局が、引き続き「互聯網＋（インターネットプラス）」、人工知能といった重要な技術行動計画などによる後押しをしていることから、

2018 年末までに最も大きな資金を調達するのはやはり TMT 部門でしょう。 

 

 

 

A株 IPO：各部門の分析 

注記：すべての分析は 2018 年 9 月 14 日現在の統計および KPMG の推計に基づくが、紹介による上場は除く。 

注記：すべての数値は 2018 年 9 月 14 日現在の統計および KPMG の推計に基づくが、紹介による上場は除く。   出所：Wind および KPMG の分析 

出所：Wind および KPMG の分析 

出所：Wind および KPMG の分析 

2018年第 1～第 3四半期：IPO件数上位 5部門 

2017年：IPO件数上位 5部門 

IPO総数＝88 

IPO総数＝436 

工業         TMT       消費者          金融     ヘルスケア／   その他 

市場           サービス   ライフサイエンス 

工業         TMT       消費者     ヘルスケア／    インフラ／      その他 
市場       ライフサイエンス   不動産 
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・新規上場件数に関しては工業部門が引き続き最も大きく貢献し、2018 年第 3 四半期までの 9 か月間の IPO の 35％を占めています。

92 社の強力な上場予備軍が控えていることから、この傾向は第 4 四半期も続くと思われます。 

・長引く貿易摩擦は工業部門に悪影響を与えています。市場の先行きが不透明なために、8 月の購買担当者指数は 2017 年 7 月以来の

最低水準に落ち込みました。中国は、「中国製造 2025（Made in China 2025）」計画を通じて、長期的に、より自給自足度の高い経

済を実現すべく努力を続けています。 

 

・消費者市場部門は 2018 年第 3 四半期までの 9 か月間も引き続き安定した実績を上げ、新規上場件数では第 3 位、資金調達総額で

は第 4 位につけています。 

・上場企業には、この部門の調達総額の 70％にあたる 4 件の大型 IPO が含まれます。これらの企業は食品・飲料、たばこ、家具、化粧品の

製造および販売に従事しています。 

・人口の高齢化、都市化の進行、技術の急速な進展を背景に、消費は徐々に投資に代わって中国経済の原動力になりつつあります。 

注記：すべての分析は 2018 年 9 月 14 日現在の統計および KPMG の推計に基づくが、紹介による上場は除く。 

工業 

消費者市場 

出所：Wind および KPMG の分析 

出所：Wind および KPMG の分析 

2018年第 1～第 3四半期：資金調達総額上位 5部門 

2017年：資金調達総額上位 5部門 

資金調達総額＝1,154億元 

資金調達総額＝2,302億元 

TMT          工業              金融            消費者        ヘルスケア／      その他 

サービス           市場         ライフサイエンス 

工業            TMT          消費者        ヘルスケア／        金融            その他 
市場           ライフサイエンス     サービス 
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・資金調達総額が最も大きいのは TMT 部門です。これは、ハイテク電子部品の生産に従事する巨大ニューエコノミー企業が 1 社上場したた

めです。第 1 から第 3 四半期に TMT 部門が調達した資金総額の 3 分の 2 が、この企業により占められています。 

・貿易摩擦への懸念と世界市場の先行き不透明感が渦巻く中、2018 年第 3 四半期現在、中国の巨大テクノロジー企業を取り扱う中国の

預託証券はまだ発行されていません。わずかに後退したものの、上場待ち企業が 67 社もある上に、中国政府が技術の進歩を手厚く支援して

いることから、年末には TMT が上位部門の 1 つに残ることが予想されます。 

・2018 年第 3 四半期までの 9 か月間での金融サービス部門の市場シェア（資金調達総額）は、2017 年の 6％から 17％に急拡大しま

した。8 件の新規上場はいずれも 10 億元以上を調達し、うち 5 件は 2018 年第 1 から第 3 四半期における A 株 IPO のトップ 10 にランク

インしています。 

・上場待ちの 29 社のうち、8 社がすでに審査に合格しており、3 社が 9 月中に上場する見込み（2018 年 9 月 14 日時点）です。それ以

外の上場待ち企業については、半数以上が地域の商業銀行です。 

・A 株上場要件を満たせないフィンテック企業は、米国や香港の取引所を通じて上場するため、今後も金融サービス部門を支配するのは従来

型の金融サービス企業でしょう。 

 

テクノロジー・メディア・通信（TMT） 

金融サービス 
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 A株 IPO規模トップ 10 

 

A株 IPO上場待ち企業 

・前述のように、審査中の上場申請件数は、年初の 511 件から 273 件へと激減しました。申請取下げが大幅に増加したことと、新規上場申

請が大量に却下されたことが原因です。 

・規制当局が引き続き「量より質」を重視しているため、申請取下げ件数は昨年第三四半期までの実績の 76 件から 162 件（2018 年年初

から 9 月 14 日まで）へと大幅に増加しました。その結果、新規 IPO 申請件数は 585 件（2017 年第 1 から第 3 四半期）から 213 件

（2018 年年初から 9 月 14 日まで）へと激減しました。 

 

 

 

2017年第 3四半期（YTD）：

233億元 

～調達総額の 13％ 

IPOの資金調達額 

トップ 10 

2018年第 3四半期（YTD）：

599億元 

～調達総額の 52％ 

IPO規模第 1位は

TMT企業だが、A株

IPO規模トップ 10のそ

の他 9社はほとんどが金

融サービス部門。 

部門内訳 
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A株 IPO申請件数 

IPO 

申

請

件

数 

注記：*2018年 9月 14 日現在の統計    出所：Windおよび KPMG の分析 

金融サービス 

エネルギー／天然資源 

工業 

輸送／物流／その他 

A株 IPO申請－2018年第 3四半期* 部門別内訳 

会社数 

消費者市場 

ヘルスケア／ライフサイエンス 

インフラ／不動産 

TMT 

注記：*2018年 9月 14 日現在の統計          出所：Wind および KPMGの分析 
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A株 IPO承認率 

 

A株 IPO：2018年年末にかけての展望 

繰り返しになりますが、市場が米中貿易摩擦を懸念する中でも、A 株市場の安定化は続いています。こうした背景のもとで規制当局は引き続き

「量より質」を重視するでしょう。 

工業部門と TMT 部門、特にハイエンド製造業およびハイテク分野の関連企業は、今後も取引件数と調達資金総額で他部門をリードするでしょ

う。一方、金融サービス部門は、第 4 四半期に中堅・大手金融機関が複数上場することから、市場シェアを伸ばすことが予想されます。 

中国は、「H 株全流通」の初回試行が成功したことを受け、金融市場開放を継続するでしょう。今後もさらに試験的導入を進めていくものと思わ

れます。 

年末にかけて、A 株 IPO 市場では IPO の安定した流れが続くと考えられます。したがって、2 つの本土証券取引所は年末のグローバルランキング

でトップに近い位置付けになる可能性が高いでしょう。 

来月号では香港 IPO 市場の動向を分析し、滬港通・債券通制度の最新情報も併せて紹介します。 

 

 

 

（みずほチャイナマンスリー 2018 年 10 月号に掲載） 

 

主な審査項目は、事業の持続

可能性、内部統制、開示のレベ

ル、会計方針・法規の遵守な

ど。 

2018年第 3四半期の IPO

承認率は 61％と比較的安定

*。 

IPO

承 

認 

率 

A株 IPO承認率 

注記：*2018年 9月 14 日現在の統計  出所：Windおよび KPMGの分析 
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