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韓国チーム
韓国取引所（KRX）の特徴
韓国取引所内には有価証券市場（KOSPI）、コスダック市場（KOSDAQ）、
コネックス市場（KONEX）およびデリバティブ市場の4つが置かれています。このう
ち株式が上場されている市場はKOSPI、KOSDAQおよびKONEXです。KOSPIおよび
KOSDAQ市場は外国企業の上場が可能で、KONEX市場は韓国の中小企業のみ上場す
ることができます。

上場企業の産業
KOSPIおよびKOSDAQの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、
消費サービス産業や生産財・資本財などがその大きな割合を占めていることがわかり
ます。

2つのマーケット ～KOSPIとKOSDAQ～
KOSPIは韓国を代表する三星電子や現代自動車等の優良企業を中心に構成されるKRX
のメイン市場です。市場開放に関して継続的な努力を行っており、世界の60ヵ国の投
資家が時価総額の30％を保有しているグローバルマーケットでもあります。KOSDAQ
はIT、バイオ、エンターテインメント等の将来成長性の高い中小ベンチャーおよび成長
企業が主に上場しています。2017年12月末現在、KOSPIとKOSDAQには日本企業1社
を含む16社の外国企業が上場しています。外国企業の上場は韓国の投資家やメディア
等の注目を受けることとなり、韓国内における広報効果を期待できます。特に、韓国
への事業進出および合弁投資等を推進する場合、上場企業としての知名度を活用する
ことができるため、投資家からより多くの関心を集めることができます。また、KRX
は外国企業の誘致のために、上場審査に所要される期間の短縮等のメリットを提供し
ています。

会計基準
外国企業が作成する財務諸表については、IFRSおよび米国会計基準のいずれも認めら
れています。主な上場基準は下表のとおりです。

■ KOSPIの上場企業数割合
（2017年12月現在）

市場名 有価証券市場（KOSPI） KOSDAQ

上場企業数（2017年12月末） 774社 1,263社

時価総額（2017年12月末） 1,605兆8,209億ウォン（約169兆1,925億円） 279兆1,881億ウォン
（約29兆4,158億円）
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売上高および
当期純利益等

■直近3事業年度の売上高が平均700億ウォン以上
かつ上場直前期の売上高1,000億ウォン以上

■上場直前期に営業利益、税引前継続事業利益
および当期純利益をそれぞれ計上していること

■上記に加え次のいずれかを充足すること
① ROE：直近3事業年度合計が10％以上
かつ上場直前期が5％以上

②当期純利益：直近3事業年度合計が60億ウォン以上
かつ上場直前期に30億ウォン以上

③自己資本1,000億ウォン以上法人の場合、上場直前期の
ROE3％または純利益額50億ウォン以上かつ
営業キャッシュフローがプラスであること
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1. 上場直前期のROE10％
2. 上場直前期の純利益

20億ウォン
3. 上場直前期の売上高

100億ウォン
および基準時価総額
300億ウォン以上

4. 上場直前期の売上高増加率
が20％以上かつ売上高が50
億ウォン以上

売上高および
時価総額

■上場直前期の売上高が2,000億ウォン以上
■時価総額が4,000億ウォン以上

継続開示

事業年度末終了後90日以内（外国企業は120日以内）に外部監査人の監査済み
事業報告書を開示し、また四半期末終了後45日以内（外国企業は60日以内）
に外部監査人のレビュー済み四半期報告書を開示する必要がある（上場直前
期末総資産額が5,000億ウォン未満の会社の場合、半期（第2四半期）のみレ
ビューを受ければよく、第1四半期および第3四半期については外部監査人に
よるレビューが免除）

同左

内部統制 上場申請時および上場後とも、経営者による内部統制報告書の作成と外部監
査人のレビューが必要 同左

■ KOSDAQの上場企業数割合
（2017年12月現在）

2017年12月=為替レート=0.105362円／KRW
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