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香港の IPO市場：2018年第 3四半期（YTD）のハイライト 

香港メインボードでの IPOは、過去最高レベルの活況を呈しています。第 3 四半期の資金調達総額は 1,856 億香港ドルに達し、2017 年通

年の調達額を超えました。年初から 89件の新規上場を記録し、調達総額は 2,384 億香港ドルと、2018 年第 3四半期末の時点で、香港

は世界の証券取引所のトップになりました。 

財務関係の資格条件を満たさないバイオテック企業や、複数議決権株式（WVR）構造を採用する急成長の革新的企業のための新しい上場

制度が、国際的に大きな関心を集めています。こうした流れの中で、第 3四半期末までにバイオテック企業 3社とWVR企業 2社が上場しまし

た。 

新しい上場制度の導入に伴い、香港取引所は「ニューエコノミー」企業のハブに生まれ変わりました。2017 年に成立したニューエコノミー企業の

IPOは全体の 10％未満であったのに対し、2018 年のこれまでの比率は 20％以上でした。 

現在も、オンライン電子商取引プラットフォーム運営企業複数社、ビットコイン関連企業 2社、オンライン教育プラットフォーム運営企業 2社を含

む、多くの中規模のニューエコノミー企業が、香港での上場を計画しています。 

 

香港の IPO市場：概観 

・新しい上場制度は、全世界の新興企業やニューエコノミー企業から大きな関心を集めています。売上のないバイオテック企業 3社と、複数議決

権株式構造を採用する企業 2社が第 3 四半期末までに上場を果たしました。 

・新興企業向け市場（GEM）では、第 1～第 3四半期に 66件の新規上場があり、設立以来最高の件数を記録し、調達総額は 45億香

港ドルに達しました。 

2018年 11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～（2） 
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香港の IPO市場：メインボード－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：HKExおよび KPMGの分析 

出所：HKExおよび KPMGの分析 

2018年第 1～第 3四半期：IPO件数上位 5部門 

IPO総数＝89 

インフラ／          TMT        消費者         工業         教育          その他 

不動産                      市場           

2017年：IPO件数上位 5部門 

IPO総数＝80 

インフラ／          TMT         金融           工業        消費者        その他 

不動産                    サービス                 市場 

インフラ／不動産 
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・インフラ／不動産部門は上場件数がトップで、平均取引規模が 2017 年の 3倍以上に拡大したにもかかわらず、調達資金総額では第 4位

にとどまりました。 

・今年は、不動産関連のビッグデータを提供し、オンラインプラットフォームを通じて顧客にサービスを提供するニューエコノミー企業 1社が不動産部

門で上場を果たしました。 

・大湾区（Greater Bay Area）の開発でビジネスチャンスが生じることから、建設部門では今後数年の間、現在の傾向が続くと考えられます。 

 

・第 1～3四半期、TMT部門はメインボード史上、最も活発とも言える動きを見せました。資金調達総額は 1,300 億香港ドルを突破し、

2017 年通年の調達総額を上回りました。 

・複数議決権株式の導入は、中国のテクノロジー企業から大きな関心を呼びました。第 3四半期末までに、複数議決権株式構造を採用する

企業 2社が上場しています。 

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。 

 

テクノロジー・メディア・通信（TMT） 

出所：HKExおよび KPMGの分析 

出所：HKEx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 

資金調達総額＝2,384.3億香港ドル 

TMT        金融        ヘルスケア／    インフラ／      消費者      その他 

サービス     ライフサイエンス   不動産        市場 

2017年：資金調達総額上位 5部門 

金融         TMT        教育        インフラ／    ヘルスケア/     その他 
サービス                                     不動産     ライフサイエンス  

資金調達総額＝1,226億香港ドル 
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・ヘルスケア／ライフサイエンス部門では新しい上場制度のもとで、バイオテック企業 3社が上場したこともあり、資金調達総額で第 3位となりまし

た。 

・新しい上場制度の導入は、全世界のバイオテック企業から強い関心を集めました。2018 年 9月 14日現在、審査中の上場申請は 9件にの

ぼっています。 

・これらのバイオテック企業のうち、6～10 社は年内に IPO を完了するものと思われます。 

・金融サービス部門は、地域の商業銀行 3行が上場し、資金調達総額で第 2位でした。 

 

・教育部門の勢いは続いており、2017年通年の IPOは 5件だったのに対し、2018 年は第 3四半期だけで 5 件の IPO が成立しました。 

・オンライン教育プラットフォーム運営企業 2社が上場申請をすでに提出していることからもわかるように、「互聯網＋（インターネットプラス）」行

動計画を通じ、教育産業におけるインターネットの応用促進がますます重要視されています。 

・教育部門の長期的な見通しについて、現在、中国本土で二人っ子政策が敷かれ、政府が人材プールの拡充と技術開発の推進を目指してい

ることからみれば、その展望は明るいものと言えるでしょう。 

 

 

金融サービス 

教育 

ヘルスケア／ライフサイエンス 
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香港の IPO市場：新興企業向け市場（GEM）－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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年第 1～第 3四半期：IPO件数上位 5部門 

IPO総数＝66

消費者          インフラ／      工業            TMT           金融          その他 
市場             不動産                                           サービス 

インフラ／         工業          消費者          TMT            輸送、        その他 
不動産                           市場                       物流及びその他 

2017年：IPO件数上位 5部門 

IPO総数＝80 

出所：HKExおよび KPMGの分析 
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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。 

・消費者市場部門は、第 1～第 3四半期の上場件数、資金調達総額ともにトップでした。 

・この部門の IPO の半数以上は、食品・飲料関連の企業が占めています。 

 

・工業部門は、上場件数、資金調達総額ともに第 2位を維持しています。 

・工業部門を構成するのは主に繊維、ろうそく、衣類の生産に従事する企業です。 

 

 

 

消費者市場 

工業 

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＝45億香港ドル 

資金調達総額＝59億香港ドル 

消費者       インフラ／        工業           金融            TMT         その他 
市場          不動産                           サービス 

インフラ／         工業          消費者          金融           TMT           その他 
不動産                             市場          サービス 

出所：HKExおよび KPMGの分析 
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香港 IPO規模トップ 10 

 

香港の IPO市場：2018年年末にかけての展望 

当社では香港 IPO市場において、2018 年通年で 200件を超える IPO が実現し、資金調達総額が 3,200 億香港ドルに達し、世界第 1

位または第 2位につけると予想しています。 

新しい上場制度による IPO の先陣に続き、第 4四半期も上場を希望する企業が活発に動くと考えられます。特に、売上のないバイオテック企業

6～10 社が年内に上場を果たすものと予想されます。 

現在、上場承認を待っているニューエコノミー中堅・大手企業がまだ多数控えているため、年末にかけては、TMT 企業やその他のニューエコノミー

企業が引き続き新聞の見出しを独占するでしょう。 

世界市場の安定性が懸念されている中、香港は堅確な金融システムと、変化に速やかに対応する能力で、嵐を乗り切る能力を証明していま

す。国際金融市場としても、IPO申請者と投資家のためのハブとしても、香港の地位は揺るがないと考えられます。 

 

ストックコネクト（株式市場接続プログラム） 

IPOの資金調達額 

トップ 10 

2018年第 3四半期（YTD）： 

1,785億香港ドル 

～調達総額の 75％ 

2017年第 3四半期（YTD）：

679億香港ドル 

～調達総額の 78％ 

部門内訳 

TMT部門は第 3四半に他

部門を大きく引き離し、IPO

規模のトップ 3 を占めた。 
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中国で一般にストックコネクトとは、2014 年 11月 17日に導入された上海証券取引所と香港証券取引所の相互間で行われる人民元建て

上場株式の取引を指しますが、上海・ロンドンストックコネクトについても 2018 年末までに開通する見通しです。これは、中国が世界への金融市

場の開放に向けて、一歩前進したことを示します。 

世界市況への不安が広がる中で、ノースバウンド（「滬股通」、香港サイドからの上海株売買）とサウスバウンド（「港股通」、上海サイドからの

香港株売買）は比較的安定した状態が続いています。これは投資家が国際的な金融ハブとしての香港の地位を確信していることを意味しま

す。 

現在、滬港通では複数議決権株式（WVR）構造を採用する企業がサウスバウンド取引から除外されています。WVR企業は本土の投資家

にはまだ馴染みが薄いため、両市場の成熟度と規制慣行を考慮する必要があります。 

*2018年 9月 14日現在の統計に基づく分析。       出所：HKEx および KPMGの分析 

港股通：1日の平均取引高 

滬股通：1日の平均取引高 
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日
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港股通購入取引 港股通売却取引 

滬股通購入取引 滬股通売却取引 
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取

引

高 
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債券通（ボンドコネクト） 

 
 

 

（みずほチャイナマンスリー 2018年 11月号に掲載） 

 

Contact us お問合せ先 

KPMG中国 

GJP China Markets, パートナー  

厚谷 禎一 

Tel: +86(10)8508 7111（日本語） 

E-mail: teiichi.atsuya@kpmg.com 

 

出所：Wind および債券通有限公司 

ノースバウンド取引の開始に伴い、

債券通がスタート。 

債券通経由での取引を認められた

海外投資家数は 200 を突破。 

債券通に登録された海外投資家数

は 300 を突破。 

債券通に登録された海外投資家数

は 400 を突破。世界の 20以上の

主要市場から投資家が参加。 

債券通がリアルタイム代金引換証券

渡し（DVP）を実施し、債券通決

済サービスの効率と安全性が高ま

る。 

債券通がブロック取引配分のサービ

スを開始。アセット・マネージャーはブ

ロック取引を複数のクライアントの口

座に割り当てることができるようになっ

た。 

・中国には世界最大級の国内債券市場があり、2018年 9月 14

日時点の取引残高は 80兆元に達しています。 

・中国本土と香港間の債券相互取引、いわゆる債券通（ボンドコネ

クト）は、外国投資家が中国のオンショア債券市場に参加するため

に簡単で合理な仕組みを提供しています。債券通の導入からわず

か 1年程度で、外国人投資家の登録数はすでに 400 を超えてい

ます。 

・リアルタイム代金引換証券渡し（DVP）及びブロック取引配分の全

面実施は、中国の債券・債務証券をブルームバーグ・バークレイズ・

グローバル総合インデックスに加えるための 3 つの条件のうちの 2 つ

です。これにより、全世界の投資家による債券通参加が加速するこ

とが期待されます。 

中国債券市場に外国人投資家が参加 

mailto:teiichi.atsuya@kpmg.com

