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外国会社の東京証券取引所上場（単独上場編）
 

 

ポイント 

 

1. 東証上場を検討する外国会社が増加している背景 

IPOを目指す会社にとって、市場選択は重要な検討課題となります。 

外国会社、特にアジアのスタートアップ企業が株式上場を検討する場合、 新
興市場としては、香港証券取引所のGEM、シンガポール取引所のCatalis t、
NASDAQ市場そして東京証券取引所のマザーズ市場が選択肢となります。 

ユニコーンなどの規模の大きなスタートアップ企業にとってNASDAQ は 有
望な選択肢となりますが、そこまで規模が大きくないスタートアップ企業 に
とって上場のためのコスト、上場後の上場維持コストなどコスト対効果を 考
慮するとNASDAQ上場はハードルが高いと思われます。 

なお、現在東証上場している外国会社のうち単独上場会社（過去に東証に 単
独上場した会社含む）は以下の通りです。 

 

 2017年米国会社テックポイントが東京証券取引所（以下、東証）東証マ
ザーズ市場に JDR（Japanese Depositary Receipt：日本版預託証券）
上場した以降、海外におけるスタートアップ企業で東証マザーズ市場へ
の上場を目指す会社が増加 

 2021年6月29日にシンガポール会社オムニ・プラス・システムが東証マ
ザーズ市場にアジア企業として初めてJDR上場 

 東証マザーズ市場は、香港証券取引所のGEM、シンガポール取引所の
Catalistと比較して、年間株式売買高が多く、年間売買回転率および平
均株価収益率（PER）が高い魅力的な新興市場である 

 外国株の東証上場について、原株上場とJDR上場のスキームがあるが、
現在はJDR上場が主流 

 一定の要件を満たせば、本国で開示されている財務書類を使用して東証
に上場可能（財務書類に適用している会計基準で上場可能） 

 本国で開示されている財務書類を使用して東証上場できる場合、本国の
監査法人（外国監査法人等）の監査証明で上場可能 

パートナー 

湯口 豊 

yutaka.yuguchi@jp.kp
mg.com 

 

https://home.kpmg/jp/ja/home/contacts/y/yutaka-yuguchi.html
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（2021年6月末現在） 

会社名 上場年度 上場市場 所在国 

ビート・ホールディングス・リミテッド  2004年 東証二部*1 ケイマン諸島 

メディシノバ・インク*2 2005年 JASDAQ 米国 

テックポイント・インク 2017年 マザーズ 米国 

オムニ・プラス・システム・リミテッド  2021年 マザーズ シンガポール 

YCPホールディングスリミテッド 2021年 マザーズ シンガポール 

*1 2004年東証マザーズ市場に上場、2015年東証二部に上場 

*2 メディシノバ・インクは、2005年JASDAQ（旧大証ヘラクレス）上場後、2006年にNASDAQ市場に重複上場 

東証マザーズへの上場を検討している外国会社が増加している主な要因は以下 の通り
です。 

① 東証マザーズ市場はGEMの香港やCatalistのシンガポールと比較して、年間売 買代
金（表1）、年間売買代金回転率（表2）が圧倒的に高く、平均PERも高い。 

② 東証が世界各地で外国会社の上場誘致やセミナーを開催することで東証の認 知度
がアップ 

③ 外国会社が東証上場をする場合、これまで原株による外国企業の上場事例で は、上
場後の流動性が低迷する傾向にあったが、2017年に米国籍企業であるテック ポイ
ントのJDRによる上場事例では、流動性の問題が改善された。 

④ 日系のベンチャーキャピタル（VC）が米国やアジアのスタートアップ企業に 投資
をする事例が増加しており、エグジット先としてVCが東証上場を推奨 

 

（表1）年間売買代金（2020年）*1（兆円） 

 

（表2）年間売買代金回転率（2020年）*2 

出典：東京証券取引所「外国企業の東証上場について（2021年4月）」 

注： *1 2020年12月末の為替レートで換算 

     *2 各取引所公表の年間売買代金を12月末時点の上場会社時価総額で除して算出  
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2. 外国会社の東証上場スキーム 

外国会社が東証上場を検討する場合、上場スキームは以下の通りです。 

(1) 外国会社が外国籍企業のまま東証に上場する 

① 外国株（原株）のまま上場する「外国株直接上場（以下、直接上場）」 

② JDRを用いて上場する「外国株JDR上場（以下、JDR上場）」 

JDR上場とは、外国会社の株式を現地で保管して、日本でJDR（受託 証券発行
信託の受益権）を発行・上場する仕組み 

(2) 外国会社が組織再編（コーポレートインバージョン）をして日本に本社を移 して 、
日本籍企業として上場する「日本法人化上場」 

直接上場とJDR上場を比較した場合、JDR利用のメリット（投資家視点、発行体視 点）
については以下の通りです。 

（投資家視点での比較） 

 JDR上場 直接上場 

証券会社での取扱い 主要な証券会社で可 
取扱い不可の証券会社 も
あり 

外国証券取引口座の開設 不要 必要 

信用取引の利用 主要な証券会社で可能 主要な証券会社で不可 

 

（発行体視点での比較） 

 JDR上場 直接上場 

アクセスできる投資家 日本株と概ね同じ 日本株に比べて制約あり 

上場後の流動性 信用取引が可能な こ と か
ら高め 

信用取引制約から高く な
い傾向 

出典：三菱UFJ信託銀行 

 

上記の理由から、2017年のテックポイントがJDR上場して以降、外国株（原株 ）での上
場でなく、JDRによる上場を検討する企業が中心になっています。 

上記3通りのスキームについて主な上場実績は以下の通りです。 

スキーム 会社名 上場年度 上場市場 所在国 

直接上場 ビート・ホールディングス 2004年 マザーズ ケイマン 

直接上場 メディシノバ 2005年 JASDAQ 米国 

直接上場 窪田製薬ホールディングス（旧アキュセラ）*1 2014年 マザーズ 米国 

日本法人化上場 サンバイオ 2015年 マザーズ 米国 

JDR上場 テックポイント 2017年 マザーズ 米国 

日本法人化上場 Kudan 2018年 マザーズ 英国 

日本法人化上場 モダリス 2020年 マザーズ 米国 

日本法人化上場 Kaizen Platform 2020年 マザーズ 米国 

日本法人化上場 Appier Group 2021年 マザーズ 台湾 

JDR上場 オムニ・プラス・システム 2021年 マザーズ シンガポール 

JDR上場 YCPホールディングスリミテッド 2021年 マザーズ シンガポール 
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*1 旧アキュセラ（米国）は、2014年に東証マザーズに直接上場したのち、2016年に本社を米国から日本に移
転するコーポレートインバージョン後、マザーズ市場にテクニカル上場するとともに社名をアキュセラか
ら窪田製薬ホールディングスに変更。 

 

日本法人化上場する場合、法人の国籍を日本に変更するコーポレートインバー ジョン
をすることになるため、外国会社の本国と日本の弁護士および税務専門家の関 与が必
須となりますので、コスト負担増が想定されることや、コーポレートインバー ジョン前
の既存株主の所在地国によっては課税リスクがあることに注意が必要です。また、上場
主体となる日本法人では、取締役会や監査役会などの機関設計や上場会社とな る法人
として必要となるすべての機能が備えられる必要があります。 

直接上場やJDR上場では組織再編が必要でなく（IR部署を日本に設置されるこ とが実務
的には望ましい）、既存組織のまま上場できることが最大のメリットと言えます。 

日本法人化上場については、上場申請するのは日本法人であり通常の国内会社 の株式
上場と同様であるため、ここでは説明を省略します。 

 

3. 外国会社の東証上場に係る関係者 

外国会社が直接上場およびJDR上場する場合の主な関係者は以下の通りです。 

① 弁護士 

② 監査法人 

③ 証券会社 

④ 翻訳業者 

⑤ JDRを発行する日本の信託銀行（JDR上場のケースのみ） 

 

① 弁護士については、国内会社が東証に上場する場合と比較して、外国会社の本 国と
日本の弁護士事務所の関与が必須となります。例えば、外国会社の本国と日本 にお
ける法制度が異なっているため、有価証券届出書などの法定書類に外国会社 の本
国の法制度の概要を記載する必要がある他、有価証券届出書に外国会社の本 国の
弁護士による法律意見書を添付して提出する必要があり、こうした点で外国 会社
の本国の弁護士と日本の弁護士が連携して関与することが不可欠となります。 

② 監査法人については後述しますが、外国会社の本国の監査法人と日本の監査 法人
が必要となるケースがあります。外国会社の監査を現地のローカル監査法人 が担
当しているケースが多々見られますが、外国会社が東証上場する場合、グロー バル
ネットワークを有する監査法人を選定することになると考えらます。 

③ 外国会社と主幹事契約する場合、証券会社にとって国内株式上場と比較して 手続
きが複雑でかつ英語などの外国語対応が必要になるため、国内会社の株式上 場を
担当できる証券会社がすべて担当できるわけではありません。 

④ 外国会社の場合、東証上場に際して「Ⅰの部」などの上場審査書類、目論見書 など
の開示書類、上場後においても有価証券報告書などの法定書類や適時開示な どに
ついて日本語翻訳が必須となります。 
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4. 会計基準 

外国会社において以下の2つの要件を満たしていると金融庁が認めれば、本国 で開示さ
れている財務書類に使用されている会計基準を日本の法定開示書類に採用する ことが
できます。 

 外国会社の本国において未上場会社の財務書類の開示制度がある。 

 金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める。 

現時点で金融庁は、米国、シンガポールについて上記の要件を満たしている法 域と認可
した実績がありますが、企業ごとに個別具体性が強いので、金融庁への事前相 談を行う
必要があります。個別企業が金融庁に申請をして本国で開示されている財務書 類で使
われている会計基準を日本の法定開示書類に採用することを金融庁が認めれば 、米国
企業は米国会計基準（USGAAP）、シンガポール企業はSingapore Financial Reporting 

Standards（SFRS）または、Singapore Financial Reporting Standards (International) 

(SFRS(I)) もしくは、国際財務報告基準（以下、IFRS®基準）を採用することが 可能で
す。 

米国およびシンガポール以外の法域については、未上場会社の財務書類の開示 制度が
ある国であっても、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めら れるか
どうかは金融庁の個別判断となり、金融庁が認めない場合、連結および個別財 務諸表に
ついて日本会計基準（以下、JGAAP）で作成することになります。国内会社で は一定
の条件を満たせば、連結財務諸表に指定国際会計基準であるIFRS基準の任意適 用が認
められていますが、外国会社でのIFRS基準の適用は認められていません。 

外国会社にとってJGAAPは馴染みがないことから、JGAAPで財務諸表を作成 すること
は負担が大きいと思われます。 

なお、上記の金融庁への事前相談および個別判断については、東京証券取引所 、日本の
弁護士、証券会社、信託銀行および監査法人に事前に相談する必要があります。 

 

5. 内部統制報告制度 

東証に上場するためには、外国会社の本国における内部統制報告制度の有無に 関係な
く、上場会社は経営者が作成する財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関 する報
告書（内部統制報告書）を作成して提出する必要があります。 

米国証券市場に上場していない米国会社が米国以外の海外証券市場に上場する 場合に
おいて米国証券取引委員会（以下、SEC）にForm S-1を提出して承認を得られれば、
SEC登録会社には米国サーベンス・オクスリー法（以下、USSOX）が適用さ れま す。 

したがって米国企業の場合、USSOXをもって東証に上場できるのに対して 、シ ンガ
ポール企業では未上場会社に強制される内部統制報告制度がないため、東証上 場する
ためには、日本の財務報告に係る内部統制報告制度（以下、JSOX）が必要とな ります。  
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6. 財務諸表監査および内部統制監査を担当する監査法人 

外国会社の本国で開示されている財務書類を使用して東証上場できない場合、 連結お
よび個別財務諸表についてJGAAPで作成する必要があるため、原則、日本の監 査法人
による監査証明が必要になります。 

本国で開示されている財務書類を使用して東証上場できる外国会社における財 務諸表
監査については、必ずしも日本の監査法人だけでなく、外国会社の本国の監査 法人（外
国監査法人等）の監査証明で上場することも可能となります。 

なお、外国会社の本国で開示されている財務書類を使用して東証上場できる場合で も、
内部統制報告制度でJSOXが必要な場合、JSOX監査をどうするかという議論が ありま
す。この場合、財務諸表監査を外国監査法人等に依頼している場合、JSOX監査だけを
外国監査法人等のグローバルメンバーファームに所属している日本の監査法人 に依頼
する方法と、財務諸表監査を担当している外国監査法人等にJSOX監査も依頼 する方法
があります。これについては、各監査法人の方針によりますが、監査法人によ っては方
針が決まっていない場合もあることから東証上場を検討する段階で現地の監査 法人も
しくはその同一グローバルネットワークに所属する日本の監査法人に相談する ことを
お勧めします。 

（財務諸表監査と内部統制監査における日本もしくは外国監査法人の組合せ） 

 財務諸表監査の監査報告書 内部統制監査の監査報告書 

(1) 外国会社の本国の監査法人等（外国監査法
人等） 

外国監査法人等 

(2) 外国監査法人等 日本の監査法人等*1 

(3) 日本の監査法人等 日本の監査法人等 

*1 外国監査法人等と同一グローバルネットワークに所属する日本の監査法人 

 

外国会社の東証への単独上場の留意点等について説明してきましたが、これま で外国
会社の東証への単独上場実績が少ないこと、これまでに上場実績がない国の外 国会社
もあるなどから詳しい説明が必要な場合、下記までお問い合わせください。 

 

英語版は以下を参照ください。 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2021/jp-en-listing-on-tokyo-stock-

exchange-for-foreign-companies.pdf 

 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2021/jp-en-listing-on-tokyo-stock-exchange-for-foreign-companies.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2021/jp-en-listing-on-tokyo-stock-exchange-for-foreign-companies.pdf
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は）登録されている国の詳細についてはIFRS財団にお問い合わせください。 
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