シンガポール取引所の概要
シンガポール取引所（SGX）の特徴

■ 産業別の上場企業数割合
（2016年12月現在）

SGXはアジアの他の取引所と比較すると圧倒的に外国企業の上場が多いのが特徴です。
これはASEAN諸国のみならず、インドや中国への展開も視野に入れた外国企業の多
テクノロジー 8%
くが、シンガポールにアジア地域の統括拠点を置いているという実態に起因している
と考えられます。アジアにおけるビジネス展開に有利であること、シンガポールに子
会社を設立する場合に優遇税制など税務上の優位性があること、および言語が英語の
石油・ガス
みでよいことが、SGX上場のメリットであると言えます。
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上場企業の産業

産業別のシェアを上場企業数と時価総額で比較した右のグラフを見ると、SGXは金融、
消費財、消費者サービスおよび資本財がその大きな割合を占めていることが分かりま
す。また、SGXでは、近年ヘルスケア、運輸、インフラおよび資源（資本財または素
材）にも力を入れています。さらに不動産投資信託（REITs、金融）も盛んで、アジアで
は日本に次いで2位の規模となっています。
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2つのマーケット ～メインボードとカタリスト～

SGXにはメインボード（Mainboard）とカタリスト（Catalist）という2種類のマーケッ
トが存在します。メインボードは大型優良企業向け市場であり、上場基準が定量的に
規定されているのに対し、カタリストは今後の成長が期待される新興企業向けの市場
であり、定量的な上場基準は設定されていません。上場形態として、メインボードは
プライマリー上場（通常の新規上場）とセカンダリー上場（第2市場としての上場）の
両方が可能ですが、カタリストはプライマリー上場のみ可能です。

会計基準

シンガポール会計基準、IFRSおよび米国会計基準が認められています。主な上場基準
は下表のとおりです。
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■ 産業別の時価総額割合
（2016年12月現在）
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市場名

メインボード（Mainboard）

時価総額（2016年12月末）

9,167億Sドル（約73兆円）

カタリスト（Catalist）

上場企業数（2016年12月末） 572社

財務数値要件

言語

継続開示
－期末
継続開示
－四半期
－半期
内部統制

185社

92億Sドル（約0.7兆円）

次の（ア）
（イ）
（ウ）の要件のうちのいずれかを満たすこと

（ア）上場直前期に3,000万Sドル以上の連結税引前利益を計上し、3年間の営業実
績があること

（イ）3年間の営業実績があり、上場直前期に連結税引前利益を計上し、時価総額
1億5,000万Sドル以上であること
（ウ）上場直前期に営業収益を計上し、時価総額3億Sドル以上であること
英語

決算日後60日以内に財務情報を開示。監査・レビュー不要
（ただし、株主総会に提出される財務情報は監査必要）

時価総額7,500万Sドル以上の会社：決算日後45日以内に四半期財務情報を開示
時価総額7,500万Sドル未満の会社：決算日後45日以内に半期財務情報を開示
（いずれも監査・レビュー不要）

上場申請時および上場後とも、内部統制監査は不要。ただし、プライマリー上場の
場合には、上場申請時に監査人による内部統制に関する報告書が必要

取引所による数値要件は設定
されていないため、スポン
サーが上場適格性を判断する

ただし、現在および上場後
12ヵ月について十分な運転資
本があることが求められる
同左
同左
同左
同左

2016年12月末現在為替レート：約80円／SGD
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