
台湾資本市場台湾資本市場台湾資本市場台湾資本市場のののの優位性優位性優位性優位性

未上場日本企業未上場日本企業未上場日本企業未上場日本企業のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの株式上場株式上場株式上場株式上場セミナーセミナーセミナーセミナー
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台湾資本市場台湾資本市場台湾資本市場台湾資本市場のののの優位性優位性優位性優位性

台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所

2010201020102010年年年年7777月月月月5555日日日日

東京東京東京東京東京東京東京東京

上海上海上海上海上海上海上海上海

台湾台湾台湾台湾をををを経由経由経由経由するするするする東京東京東京東京、、、、上海間上海間上海間上海間のののの最短最短最短最短ルートルートルートルート

台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ

� シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール欧欧欧欧聖集聖集聖集聖集団団団団黃子黃子黃子黃子耀総裁耀総裁耀総裁耀総裁ががががBusiness TimesBusiness TimesBusiness TimesBusiness Timesのののの取材取材取材取材をををを受受受受けたときこうけたときこうけたときこうけたときこう示示示示したしたしたした：：：：

� "Being in Taiwan, we are closer to China. See what happens is if you have any news 

announcement - if you do it in Taiwan, it gets picked up in China.

� "So that closeness is very important, where as if you do it in Singapore, you will not be 

known. So being in Taiwan allows us to be known in China very quickly.”
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台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾

NikeNikeNikeNikeNikeNikeNikeNikeシオリーシオリーシオリーシオリーシオリーシオリーシオリーシオリー
台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役、、、、台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役台湾証券取引所代表取締役、、、、
元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会元経済建設委員会副副副副副副副副主任委員主任委員主任委員主任委員主任委員主任委員主任委員主任委員
薛琦博士薛琦博士薛琦博士薛琦博士薛琦博士薛琦博士薛琦博士薛琦博士がががが提言提言提言提言がががが提言提言提言提言

注注注注：：：：欧欧欧欧聖集聖集聖集聖集団団団団はははは台湾台湾台湾台湾ででででTDRTDRTDRTDRをををを発行発行発行発行するするするする１１１１社目社目社目社目のシンガポールのシンガポールのシンガポールのシンガポール企業企業企業企業



台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ

両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)のののの調印調印調印調印はははは、、、、企業企業企業企業のののの
台湾経由台湾経由台湾経由台湾経由によるによるによるによる中国本土展開中国本土展開中国本土展開中国本土展開ストーリーによりストーリーによりストーリーによりストーリーにより効果的貢献効果的貢献効果的貢献効果的貢献

�� 20102010201020102010201020102010年年年年年年年年66666666月月月月、、、、台湾台湾台湾台湾とととと中国中国中国中国のののの月月月月、、、、台湾台湾台湾台湾とととと中国中国中国中国のののの「「「「「「「「両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定」（」（」（」（」（」（」（」（ECFA)ECFA)ECFA)ECFA)ECFA)ECFA)ECFA)ECFA)のののの調印調印調印調印ががががのののの調印調印調印調印がががが
実現実現実現実現実現実現実現実現

�� 大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一はははははははは20102010201020102010201020102010年年年年年年年年66666666月月月月月月月月2222222222222222日台湾日台湾日台湾日台湾でででで行行行行われたわれたわれたわれた日台湾日台湾日台湾日台湾でででで行行行行われたわれたわれたわれた「「「「「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル経済発展経済発展経済発展経済発展のののの趨趨趨趨グローバルグローバルグローバルグローバル経済発展経済発展経済発展経済発展のののの趨趨趨趨
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�� 大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一大前研一はははははははは20102010201020102010201020102010年年年年年年年年66666666月月月月月月月月2222222222222222日台湾日台湾日台湾日台湾でででで行行行行われたわれたわれたわれた日台湾日台湾日台湾日台湾でででで行行行行われたわれたわれたわれた「「「「「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル経済発展経済発展経済発展経済発展のののの趨趨趨趨グローバルグローバルグローバルグローバル経済発展経済発展経済発展経済発展のののの趨趨趨趨
勢及勢及勢及勢及びびびび中台協力関係中台協力関係中台協力関係中台協力関係へのへのへのへの展望展望展望展望勢及勢及勢及勢及びびびび中台協力関係中台協力関係中台協力関係中台協力関係へのへのへのへの展望展望展望展望」」」」」」」」をテーマとしたをテーマとしたをテーマとしたをテーマとした特別講演会特別講演会特別講演会特別講演会にににに出席出席出席出席、、、、をテーマとしたをテーマとしたをテーマとしたをテーマとした特別講演会特別講演会特別講演会特別講演会にににに出席出席出席出席、、、、「「「「「「「「
両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定((((((((両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)はははは心心心心をををを込込込込めてめてめてめて調調調調はははは心心心心をををを込込込込めてめてめてめて調調調調
剤剤剤剤しししし、、、、台湾経済台湾経済台湾経済台湾経済をををを滋養滋養滋養滋養するビタミンであるするビタミンであるするビタミンであるするビタミンである剤剤剤剤しししし、、、、台湾経済台湾経済台湾経済台湾経済をををを滋養滋養滋養滋養するビタミンであるするビタミンであるするビタミンであるするビタミンである」」」」とのとのとのとの意見意見意見意見をををを示示示示したしたしたした。。。。台湾台湾台湾台湾」」」」とのとのとのとの意見意見意見意見をををを示示示示したしたしたした。。。。台湾台湾台湾台湾
はははは将来的将来的将来的将来的ににににはははは将来的将来的将来的将来的にににに大中華大中華大中華大中華大中華大中華大中華大中華圏企業圏企業圏企業圏企業のののの枢軸化枢軸化枢軸化枢軸化するするするする見込見込見込見込みみみみ圏企業圏企業圏企業圏企業のののの枢軸化枢軸化枢軸化枢軸化するするするする見込見込見込見込みみみみ

�� 台湾台湾台湾台湾とととと中国本土中国本土中国本土中国本土はははは台湾台湾台湾台湾とととと中国本土中国本土中国本土中国本土はははは同文同種同文同種同文同種同文同種同文同種同文同種同文同種同文同種，，，，，，，，外資系外資系外資系外資系外資系外資系外資系外資系
企業企業企業企業のののの中国本土市場中国本土市場中国本土市場中国本土市場にににに進出進出進出進出するときするときするときするとき企業企業企業企業のののの中国本土市場中国本土市場中国本土市場中国本土市場にににに進出進出進出進出するときするときするときするとき
のののののののの最最最最最最最最優先優先優先優先のののの協力協力協力協力パートナーパートナーパートナーパートナー及及及及びゲーびゲーびゲーびゲー優先優先優先優先のののの協力協力協力協力パートナーパートナーパートナーパートナー及及及及びゲーびゲーびゲーびゲー
トウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイ

台湾台湾台湾台湾はチャイナーアプローチはチャイナーアプローチはチャイナーアプローチはチャイナーアプローチ（（（（China ApproachChina ApproachChina ApproachChina Approach））））をををを有有有有するするするする

台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ台湾台湾台湾台湾はははは中国市場進出中国市場進出中国市場進出中国市場進出のためののためののためののための最良最良最良最良のゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイのゲートウェイ

トウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイトウェイ

�� 20092009200920092009200920092009年年年年年年年年のののの対中国投資対中国投資対中国投資対中国投資のののの中中中中でででで台湾台湾台湾台湾ははははのののの対中国投資対中国投資対中国投資対中国投資のののの中中中中でででで台湾台湾台湾台湾はははは22222222位位位位にににに位位位位にににに
ありありありありありありありあり、、、、金額金額金額金額はははは、、、、金額金額金額金額はははは65.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.63億億億億億億億億米米米米ドルドルドルドル、、、、全体全体全体全体のののの比比比比米米米米ドルドルドルドル、、、、全体全体全体全体のののの比比比比
率率率率のののの率率率率のののの7.30%7.30%7.30%7.30%7.30%7.30%7.30%7.30%をををを占占占占めるめるめるめるをををを占占占占めるめるめるめる

�� 両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)のののの調印調印調印調印のののの調印調印調印調印
によってによってによってによってによってによってによってによって，，，，，，，，中台経済貿易関係中台経済貿易関係中台経済貿易関係中台経済貿易関係はいっはいっはいっはいっ中台経済貿易関係中台経済貿易関係中台経済貿易関係中台経済貿易関係はいっはいっはいっはいっ
そうそうそうそう緊密化緊密化緊密化緊密化へへへへそうそうそうそう緊密化緊密化緊密化緊密化へへへへ
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Taiwan is the single largest contributor to Chinese 
export, other than China itself

Chinese Top 200 Exporters by Region of Origin

712

249

167

957

Export value （（（（$100mm））））Number of Companies

China

Taiwan

US

Korea

33

16

17

96

Source:  Ministry of commerce of China

167

131

44

37

36

18

16

Korea

Japan

HK

Singapore

Finland

France

Holland

17

19

6

4

1

2

2

両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定両岸経済協力枠組協定(ECFA)(ECFA)(ECFA)(ECFA)やややや、、、、資金相場及資金相場及資金相場及資金相場及びびびび企業企業企業企業のののの
収益性収益性収益性収益性のののの上方修正等上方修正等上方修正等上方修正等のののの3333大好材料大好材料大好材料大好材料がががが、、、、台湾株式相場台湾株式相場台湾株式相場台湾株式相場にににに貢献貢献貢献貢献

香港香港香港香港のののの経験経験経験経験のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの再現再現再現再現香港香港香港香港のののの経験経験経験経験のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの再現再現再現再現：：：：香港株式香港株式香港株式香港株式のののの経験経験経験経験にににに基基基基づけばづけばづけばづけば、、、、将来将来将来将来のののの中台関係中台関係中台関係中台関係のののの
改善改善改善改善、、、、資金相場及資金相場及資金相場及資金相場及びびびび企業企業企業企業のののの収益性収益性収益性収益性のののの上方修正等上方修正等上方修正等上方修正等のののの好材料好材料好材料好材料がががが台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式にににに貢献貢献貢献貢献

台湾台湾台湾台湾のののの企業収益企業収益企業収益企業収益のののの成長率成長率成長率成長率はははは従前従前従前従前のののの台湾台湾台湾台湾のののの企業収益企業収益企業収益企業収益のののの成長率成長率成長率成長率はははは従前従前従前従前のののの64%64%64%64%64%64%64%64%
からからからから今年今年今年今年になってになってになってになってからからからから今年今年今年今年になってになってになってになって74%74%74%74%74%74%74%74%へとへとへとへと上方修正上方修正上方修正上方修正されされされされ、、、、へとへとへとへと上方修正上方修正上方修正上方修正されされされされ、、、、
最高最高最高最高のパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスを示示示示しているしているしているしている最高最高最高最高のパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスを示示示示しているしているしているしている
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台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式のののの一株当一株当一株当一株当たりたりたりたり純利益純利益純利益純利益にににに高高高高いいいい上昇率上昇率上昇率上昇率台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式のののの一株当一株当一株当一株当たりたりたりたり純利益純利益純利益純利益にににに高高高高いいいい上昇率上昇率上昇率上昇率

出所出所出所出所出所出所出所出所::::::::彭博資訊彭博資訊彭博資訊彭博資訊、、、、富邦投顧富邦投顧富邦投顧富邦投顧彭博資訊彭博資訊彭博資訊彭博資訊、、、、富邦投顧富邦投顧富邦投顧富邦投顧



中台関係中台関係中台関係中台関係はははは改善持続改善持続改善持続改善持続中台関係中台関係中台関係中台関係はははは改善持続改善持続改善持続改善持続

Opportunity knocks on Taiwan market Opportunity knocks on Taiwan market Opportunity knocks on Taiwan market Opportunity knocks on Taiwan market 
By Robin Kwong By Robin Kwong By Robin Kwong By Robin Kwong 
Published: May 17 2009 10:31 | Last updated: May 17 2009 10:31Published: May 17 2009 10:31 | Last updated: May 17 2009 10:31Published: May 17 2009 10:31 | Last updated: May 17 2009 10:31Published: May 17 2009 10:31 | Last updated: May 17 2009 10:31
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Taiwan’s stock market has a rare chance to transform itself into Taiwan’s stock market has a rare chance to transform itself into Taiwan’s stock market has a rare chance to transform itself into Taiwan’s stock market has a rare chance to transform itself into 

Asia’s Nasdaq, as the island improves its relationship with ChinaAsia’s Nasdaq, as the island improves its relationship with ChinaAsia’s Nasdaq, as the island improves its relationship with ChinaAsia’s Nasdaq, as the island improves its relationship with China, , , , 
while capital markets in the US and Europe are largely frozen because of the while capital markets in the US and Europe are largely frozen because of the while capital markets in the US and Europe are largely frozen because of the while capital markets in the US and Europe are largely frozen because of the 
financial crisis, says the head of private equity group H&Q Asia Pacific.financial crisis, says the head of private equity group H&Q Asia Pacific.financial crisis, says the head of private equity group H&Q Asia Pacific.financial crisis, says the head of private equity group H&Q Asia Pacific.

Hsu TaHsu TaHsu TaHsu Ta----lin, chairman and founder of the Palo Altolin, chairman and founder of the Palo Altolin, chairman and founder of the Palo Altolin, chairman and founder of the Palo Alto----based company, which has based company, which has based company, which has based company, which has 
$2.6bn (£1.7bn, $2.6bn (£1.7bn, $2.6bn (£1.7bn, $2.6bn (£1.7bn, €1.9bn) under management, says venture capital firms like his are 1.9bn) under management, says venture capital firms like his are 1.9bn) under management, says venture capital firms like his are 1.9bn) under management, says venture capital firms like his are 

“finding it very difficult to exit [their investments] at the moment” because there “finding it very difficult to exit [their investments] at the moment” because there “finding it very difficult to exit [their investments] at the moment” because there “finding it very difficult to exit [their investments] at the moment” because there 
is little investor appetite for initial public offerings in western capital markets, is little investor appetite for initial public offerings in western capital markets, is little investor appetite for initial public offerings in western capital markets, is little investor appetite for initial public offerings in western capital markets, 
which were battered by the financial crisis.which were battered by the financial crisis.which were battered by the financial crisis.which were battered by the financial crisis.

台湾資本市場発展台湾資本市場発展台湾資本市場発展台湾資本市場発展にににに新政策新政策新政策新政策台湾資本市場発展台湾資本市場発展台湾資本市場発展台湾資本市場発展にににに新政策新政策新政策新政策────────外国企業外国企業外国企業外国企業のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの上場上場上場上場のののの促進促進促進促進外国企業外国企業外国企業外国企業のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの上場上場上場上場のののの促進促進促進促進

2008
3~6
月

2008
3~6
月

2008
7月

2008
7月

2009
1月

2009
1月

2010
3/15
2010
3/15

…………

�3月外国企業
の台湾での上

�外国企業の
中国投資上

�外国企業の
科学技術事

�香港紅籌株に
属する企業の

段階的段階的段階的段階的にににに開放開放開放開放：：：：
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の台湾での上
場を開放

�5月上場関連
規定を公告

�6月香港証券
取引所を認定
市場として列
記

中国投資上
限額を解除

�外国企業の
資金調達用
途に係る制
限を廃止

�セカンダ
リー上場のA、
B式承諾書を
廃止

科学技術事
業としての
プ ラ イ マ
リー上場申
請を開放

属する企業の
TDR発行による
台湾セカンダ
リー上場を開
放

段階的段階的段階的段階的にににに開放開放開放開放：：：：

.
：
：
3.中国資本企業?

!
1.台湾資本企業!
2.純粋な外資企業!
/グローバル企業!



二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾資本市場資本市場資本市場資本市場のののの特色特色特色特色
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一一一一、、、、一一一一、、、、科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展

二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする

三三三三、、、、優優優優れたれたれたれた三三三三、、、、優優優優れたれたれたれた資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

一一一一、、、、科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展
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一一一一、、、、科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展科学技術産業科学技術産業科学技術産業科学技術産業のののの目目目目ざましいざましいざましいざましい発展発展発展発展



�WEF 2007WEF 2007WEF 2007WEF 2007----2008200820082008年年年年ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競爭力報告競爭力報告競爭力報告競爭力報告
台湾台湾台湾台湾産業産業産業産業ｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰ発展指標発展指標発展指標発展指標ランキングランキングランキングランキング世界世界世界世界第一第一第一第一位位位位

�台北台北台北台北————桃園桃園桃園桃園————新竹新竹新竹新竹————苗栗苗栗苗栗苗栗一帯一帯一帯一帯
高科技高科技高科技高科技（（（（ハイテクハイテクハイテクハイテク））））産業産業産業産業のののの発展発展発展発展をををを主軸主軸主軸主軸としたとしたとしたとした
科学技術回廊科学技術回廊科学技術回廊科学技術回廊。。。。新竹新竹新竹新竹サイエンスパークをクラサイエンスパークをクラサイエンスパークをクラサイエンスパークをクラ
スターのスターのスターのスターの中核中核中核中核にににに、、、、主主主主にににに電子情報電子情報電子情報電子情報、、、、ソフトウェソフトウェソフトウェソフトウェ
アアアア、、、、光電子等光電子等光電子等光電子等のののの産業産業産業産業をををを含含含含むむむむ。。。。

�台中台中台中台中————彰化彰化彰化彰化一帯一帯一帯一帯

中国中国中国中国中国中国中国中国

台湾産業台湾産業台湾産業台湾産業ｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰ発展発展発展発展のののの優位性優位性優位性優位性がががが、、、、経済発展及経済発展及経済発展及経済発展及びびびび資本市場資本市場資本市場資本市場のののの成長成長成長成長をををを牽引牽引牽引牽引
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�台中台中台中台中————彰化彰化彰化彰化一帯一帯一帯一帯
山岳地形山岳地形山岳地形山岳地形によってによってによってによって北部北部北部北部のののの科学技術回廊科学技術回廊科学技術回廊科学技術回廊にににに隔隔隔隔てててて
られたられたられたられた中部中部中部中部サイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパーク。。。。主主主主にににに光電子及光電子及光電子及光電子及
びびびび精密機械精密機械精密機械精密機械関連産業関連産業関連産業関連産業がががが入居入居入居入居。。。。

�雲林雲林雲林雲林————嘉義一帯嘉義一帯嘉義一帯嘉義一帯
石油化学産業石油化学産業石油化学産業石油化学産業がががが集中集中集中集中、、、、目下目下目下目下麥寮自由貿易港麥寮自由貿易港麥寮自由貿易港麥寮自由貿易港区区区区
をををを計画中計画中計画中計画中。。。。

�台南台南台南台南————高雄一帯高雄一帯高雄一帯高雄一帯
南部南部南部南部サイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパーク、、、、路竹路竹路竹路竹サイエンスパーサイエンスパーサイエンスパーサイエンスパー
クククク及及及及びびびび台台台台南南南南サイエンスパークのサイエンスパークのサイエンスパークのサイエンスパークの他他他他、、、、南部環保南部環保南部環保南部環保
科技園科技園科技園科技園区区区区、、、、燕巣大学燕巣大学燕巣大学燕巣大学シティシティシティシティ、、、、農業生物農業生物農業生物農業生物園区等園区等園区等園区等
のののの産業産業産業産業パークがパークがパークがパークが存在存在存在存在。。。。

出所出所出所出所：：：：経済部投資経済部投資経済部投資経済部投資出所出所出所出所：：：：経済部投資経済部投資経済部投資経済部投資業務処業務処業務処業務処業務処業務処業務処業務処

科学技術事業科学技術事業科学技術事業科学技術事業のののの科学技術事業科学技術事業科学技術事業科学技術事業のののの産業産業産業産業産業産業産業産業クラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウト効果効果効果効果クラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウトクラスターによるスピルアウト効果効果効果効果

光電光電光電光電子子子子

1111

科学技術科学技術科学技術科学技術

事業事業事業事業
半導体半導体半導体半導体通信通信通信通信ネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク
パソコンパソコンパソコンパソコン
及及及及びびびび電子電子電子電子
デバイスデバイスデバイスデバイス

バイオバイオバイオバイオ˙̇̇̇医療医療医療医療

そのそのそのその他他他他電子電子電子電子 情報情報情報情報サービスサービスサービスサービス



54.45%

55.25%

64.89%

52.19%

52.28%

47.59%

57.07%

56.09%

55.35% 56.08%
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単位:１０億台湾元

台湾電子産業台湾電子産業台湾電子産業台湾電子産業のののの時価総額時価総額時価総額時価総額におけるにおけるにおけるにおける比重比重比重比重がががが年年年年々々々々上昇中上昇中上昇中上昇中
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2.70%

13.40%

32.91%

47.59%

51.58%
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出所出所出所出所::::台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所

川上川上川上川上 川下川下川下川下

核心技核心技核心技核心技
術術術術

広視野角、透過
率等

高輝度、耐久性
等

材料の特性の制
御

光源、材料、デバイス
の組合せ等

広視野角の色ずれに
提案、動画処理能力
の改善、Drak State
のコントラスト比の
強化、超高解像度技
術等

製品名製品名製品名製品名
カラーフィル
ター

偏光板 ガラス基板 LED パネル製造

国内国内国内国内
主要主要主要主要

和鑫(本則市場)/
達虹(新興市場)/

力特(本則市場) 
中晶光點/台湾板

中光電(店頭) /瑞儀
(本則市場) /輔祥(本

友達/奇美電(本則市

台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性((一一一一一一一一))：：：：：：：：光電子産業光電子産業光電子産業光電子産業光電子産業光電子産業光電子産業光電子産業
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主要主要主要主要
メーメーメーメー
カーカーカーカー

達虹(新興市場)/
凸板/奇美電(本
則市場)

力特(本則市場) 
/達信(新興市場) 
/奇美材料/協臻

中晶光點/台湾板
保

(本則市場) /輔祥(本
則市場) /奈普(本則市
場)

友達/奇美電(本則市
場) /群創(本則市場) 
/華映(本則市場)

国外国外国外国外
主要主要主要主要
メーメーメーメー
カーカーカーカー

日本大日本印刷日本大日本印刷日本大日本印刷日本大日本印刷////
日本凸版日本凸版日本凸版日本凸版国際国際国際国際彩彩彩彩
光光光光////日本日本日本日本東東東東レレレレ電子電子電子電子
////日本日本日本日本STISTISTISTI////日本日本日本日本
ACTIACTIACTIACTI

日本日東電工日本日東電工日本日東電工日本日東電工////日日日日
本住友本住友本住友本住友////韓国LG 
Chemical

アメリカ
CORNING/日本日本日本日本AGCAGCAGCAGC
旭硝子旭硝子旭硝子旭硝子////日本電気日本電気日本電気日本電気
硝子硝子硝子硝子/ドイツ
Schott/韓国
SAMSUNG

韓国Heesung/韓国
Kumho/韓国Taesan
LCD/韓国Wooyoung/韓
国Kumho Electric 

韓国SAMSUNG/韓国LG 
Philips/日本日本日本日本シャーシャーシャーシャー
ププププ/中国上広電/中国
京東方

出所出所出所出所::::各会社各会社各会社各会社のののの目論見書目論見書目論見書目論見書 日本日本日本日本大手大手大手大手メーカーメーカーメーカーメーカー台灣台灣台灣台灣メーカーメーカーメーカーメーカー



台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業台湾資本産業とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性((二二二二二二二二))：：：：：：：：半導体産業半導体産業半導体産業半導体産業半導体産業半導体産業半導体産業半導体産業

川上川上川上川上 川中川中川中川中 川下川下川下川下

核心技核心技核心技核心技
術術術術

IC設計 設備メーカー ウエハーの材料
フォトマス
クの製作

ウエハー
の製作

IC包装 ICテスト

製品名製品名製品名製品名
携帯IC、図面
IC、DVD IC、
LCD IC

フィルム、露光装置、
組み立て、ICテストの
設備

シリコンウエ
ハー

フォトマス
ク

各サイズのウ
エハーの製造
の下請け、
DRAM

NA NA

国内国内国内国内
主要主要主要主要
メーメーメーメー
カーカーカーカー

聯發科/聯詠/
原相(店頭)/義
隆電/立錡/揚
智/瑞昱/群聯
(店頭)/智原/

沛鑫(未上場)/帆宣/漢
辰科技(未上場)/漢民
微測(未上場)/弘塑科
技(未上場)/嵩展科技
(未上場)/均豪(店頭)/

台勝科/台灣信越
(未上場)/漢磊
(店頭)/合晶(店
頭)/中德(未上場)

台灣光罩/杜
邦(未上場)/
中華凸版(未
上場)/翔準

台積電/聯電/
世界先進(店
頭)/力晶(店
頭)/茂矽/華邦
/南科/華亞科/

日月光/矽品/
華泰/南茂(未
上場)/超豐/
勤益/力成/日
月鴻(未上

日月光/矽品/
華泰/南茂(未
上場)/超豐/
勤益/力成/日
月鴻(未上

1414出所出所出所出所::::工研院工研院工研院工研院IEKIEKIEKIEK、、、、経済部経済部経済部経済部

カーカーカーカー
(店頭)/智原/
創意

(未上場)/均豪(店頭)/
基丞(未上場)/致茂/鈦
昇(未上場)

頭)/中德(未上場)
上場)/翔準
(店頭)

/南科/華亞科/
敦南/茂德(店
頭)

月鴻(未上
場)/矽格/菱
生

月鴻(未上
場)/矽格/菱
生

国外国外国外国外
主要主要主要主要
メーメーメーメー
カーカーカーカー

Qualcomm(
米)/Broadcom(
米)/Nvidia(
米)/Marvell(
米)/SanDisk(
米)/LSI(
米)/Xilinx(
米)/Avago(
米)/Altera(米)

Applied Materials(
米)/Tokyo Electron(Tokyo Electron(Tokyo Electron(Tokyo Electron(
日日日日)/ASML(オラン
ダ)/KLA-Tencor(
米)/Lam Research(
米)/Nikon(Nikon(Nikon(Nikon(
日日日日))))/AdvantestAdvantestAdvantestAdvantest((((
日日日日)/)/)/)/Novellus 
Systems(
米)/Dainippon Dainippon Dainippon Dainippon 
Screen(Screen(Screen(Screen(日日日日))))/ASM 
International(米)/

Shin-Etsu 
HandotaiHandotaiHandotaiHandotai((((
日日日日)/)/)/)/SumcoSumcoSumcoSumco((((
日日日日))))/Siltronic(
ドイツ)/MEMC(
米)/SumcoSumcoSumcoSumco
TechxivTechxivTechxivTechxiv((((日日日日))))/LG-
Silitron(
韓)/Covalent Covalent Covalent Covalent 
Materials(Materials(Materials(Materials(日日日日----未未未未
上場上場上場上場))))/Okmetic(
フィンランド)

凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷
((((日日日日)/)/)/)/大日本大日本大日本大日本
印刷印刷印刷印刷
((((日日日日)/)/)/)/Photro
nics(
米)/HOYA(日)

中蕊
(中)/Chartere
d(シンガポー
ル)/TI(
米)/IBM(
米)/Dongbu(
韓)/MagnaChip
(韓)/X-Fab(
德)/SAMSUNG(
韓)/Hynix(韓)
/ElpidaElpidaElpidaElpida((((日日日日)/)/)/)/M
icron(米)

Amkor(
米)/STATS_Ch
ipPAC(シンガ
ポール)

Amkor(
米)/STATS_Ch
ipPAC(シンガ
ポール)

二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする
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二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする二二二二、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はよりはよりはよりはより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする



�東証東証東証東証のののの大型株大型株大型株大型株TOPIX100及及及及びびびび中型株中型株中型株中型株TOPIX400のののの売買売買売買売買
回転率回転率回転率回転率がががが明明明明らかにらかにらかにらかに小型株小型株小型株小型株よりよりよりより優優優優れているためれているためれているためれているため、、、、大大大大、、、、
中型株中型株中型株中型株がよりがよりがよりがより投資者投資者投資者投資者にににに好好好好まれていることまれていることまれていることまれていることをををを示示示示したしたしたした。。。。

大型株大型株大型株大型株
TOPIX100

中型株中型株中型株中型株
TOPIX400

小型株小型株小型株小型株
(そのそのそのその他他他他)

東証東証東証東証のののの大大大大・・・・中企業中企業中企業中企業がよりがよりがよりがより投資家投資家投資家投資家にににに好好好好まれているまれているまれているまれている
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TOPIX100 TOPIX400 (そのそのそのその他他他他)

社数社数社数社数 / % 101 / 6.04% 395 / 23.64% 1,804 / 70.32%

平均時価総額平均時価総額平均時価総額平均時価総額
((((百万米百万米百万米百万米ドルドルドルドル))))

18,593.11 2,668.23 318.58 

時価総額比重時価総額比重時価総額比重時価総額比重(%) 56.80 31.88 11.32

売買高比重売買高比重売買高比重売買高比重(%) 58.58 32.45 8.97

売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率(%) 47.71 48.31 37.90

出所出所出所出所出所出所出所出所：：：：：：：：東京証券取引所東京証券取引所東京証券取引所東京証券取引所ウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを、、、、台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所よりよりよりより整理整理整理整理・・・・統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの。（。（。（。（東京証券取引所東京証券取引所東京証券取引所東京証券取引所ウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを、、、、台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所よりよりよりより整理整理整理整理・・・・統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの。（。（。（。（20102010年年年年年年年年55月末月末月末月末までまでまでまで））））月末月末月末月末までまでまでまで））））

�台湾市場台湾市場台湾市場台湾市場のののの中小型社数中小型社数中小型社数中小型社数・・・・時価総額比重時価総額比重時価総額比重時価総額比重がががが35.7%35.7%35.7%35.7%、、、、
売買高比重売買高比重売買高比重売買高比重がががが62.45%62.45%62.45%62.45%にににに達達達達したしたしたした。。。。売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率がそれがそれがそれがそれ
ぞれぞれぞれぞれ88.41%88.41%88.41%88.41%とととと106.62%106.62%106.62%106.62%でありでありでありであり、、、、日本日本日本日本のののの小型株小型株小型株小型株よりよりよりより
それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ48.31%48.31%48.31%48.31%とととと37.90%37.90%37.90%37.90%高高高高いいいい。。。。台湾台湾台湾台湾ではではではでは中小企業中小企業中小企業中小企業
がよりがよりがよりがより市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有することをすることをすることをすることを示示示示したしたしたした。。。。

台湾証券市場台湾証券市場台湾証券市場台湾証券市場におけるにおけるにおけるにおける中中中中・・・・小企業小企業小企業小企業がよりがよりがよりがより良良良良いいいい市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有するするするする

がよりがよりがよりがより市場市場市場市場のののの勢勢勢勢いをいをいをいを有有有有することをすることをすることをすることを示示示示したしたしたした。。。。

1717

大型株大型株大型株大型株
(台湾台湾台湾台湾50指数指数指数指数)

中型株中型株中型株中型株
(台湾中型株台湾中型株台湾中型株台湾中型株100指数指数指数指数)

小型株小型株小型株小型株
(そのそのそのその他他他他)

社数社数社数社数 / % 50 / 6.75% 100 / 13.50% 591 / 79.78%

平均時価総額平均時価総額平均時価総額平均時価総額
((((百万米百万米百万米百万米ドルドルドルドル))))

7,656.08 986.64 192.73 

時価総額比重時価総額比重時価総額比重時価総額比重% 64.30 16.57 19.13

売買高比重売買高比重売買高比重売買高比重% 37.54 25.55 36.90

売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率% 32.86 88.41 106.62
出所出所出所出所出所出所出所出所：：：：：：：：台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所ウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを整理整理整理整理・・・・統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの。（。（。（。（台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所ウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトのウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを整理整理整理整理・・・・統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの。（。（。（。（20102010年年年年年年年年55月末月末月末月末までまでまでまで））））月末月末月末月末までまでまでまで））））



三三三三、、、、優優優優れたれたれたれた優優優優れたれたれたれた資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス
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三三三三、、、、優優優優れたれたれたれた優優優優れたれたれたれた資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場資本市場パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

單位單位單位單位單位單位單位單位::倍倍倍倍倍倍倍倍

資金調達力資金調達力資金調達力資金調達力とととと投資価値投資価値投資価値投資価値をををを兼備兼備兼備兼備するするするする台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式ののののPER

PERPERPERPERPERPERPERPER========時価総額時価総額時価総額時価総額時価総額時価総額時価総額時価総額////////当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

年年年年年年年年 日本日本日本日本日本日本日本日本 香港香港香港香港香港香港香港香港 シンガシンガシンガシンガシンガシンガシンガシンガ
ポールポールポールポールポールポールポールポール 台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾

20002000 170.8170.8 12.8012.80 20.9120.91 14.8414.84

20012001 240.9240.9 12.1812.18 16.7516.75 41.5741.57

20022002 NANA 14.8914.89 21.1721.17 41.7741.77

20032003 614.1614.1 18.9618.96 24.8724.87 24.7624.76
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20032003 614.1614.1 18.9618.96 24.8724.87 24.7624.76

20042004 3939 18.7318.73 16.6016.60 12.5812.58

20052005 42.442.4 15.5715.57 15.3715.37 17.5517.55

20062006 3636 17.3717.37 13.9213.92 18.9818.98

20072007 26.726.7 22.4722.47 14.7414.74 15.3115.31

20082008 2020 7.267.26 6.006.00 9.809.80

20092009 NANA 18.9118.91 19.0619.06 110.54110.54

2010.42010.4 NA 15.82 14.37 18.01
出所出所出所出所出所出所出所出所：：：：：：：：証券及証券及証券及証券及びびびび先物先物先物先物証券及証券及証券及証券及びびびび先物先物先物先物市場市場市場市場市場市場市場市場指標指標指標指標指標指標指標指標 、、、、各各各各、、、、各各各各証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所のウェブサイトののウェブサイトののウェブサイトののウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所のウェブサイトののウェブサイトののウェブサイトののウェブサイトの公開資料公開資料公開資料公開資料をををを、、、、、、、、台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所よりよりよりより台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所よりよりよりより整理整理整理整理整理整理整理整理、、、、統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの、、、、統計統計統計統計したものしたものしたものしたもの



單位單位單位單位單位單位單位單位::百分率百分率百分率百分率（％）（％）（％）（％）百分率百分率百分率百分率（％）（％）（％）（％）

年年年年年年年年 日本日本日本日本日本日本日本日本 香港香港香港香港香港香港香港香港 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールシンガポール 台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾

20002000 58.8058.80 62.9962.99 64.9764.97 259.16259.16

20012001 60.0060.00 46.5546.55 56.0756.07 206.95206.95

20022002 67.9067.90 42.7842.78 59.8159.81 217.41217.41

20032003 82.6082.60 42.3442.34 58.0458.04 190.82190.82

売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率がががが高高高高くくくく、、、、市場取引市場取引市場取引市場取引はははは活発化活発化活発化活発化

回転率回転率回転率回転率====売買金額合計売買金額合計売買金額合計売買金額合計////時価総額時価総額時価総額時価総額

2020

20032003 82.6082.60 42.3442.34 58.0458.04 190.82190.82

20042004 97.1097.10 59.1959.19 75.8175.81 177.46177.46

20052005 115.30115.30 53.0753.07 49.4249.42 131.36131.36

20062006 125.80125.80 56.2456.24 54.6754.67 142.19142.19

20072007 138.40138.40 75.4575.45 67.9367.93 153.28153.28

20082008 151.20151.20 93.7693.76 70.6270.62 145.45145.45

20092009 128.84128.84 66.966.9 46.146.1 168.1

2010.4 38.87 22.44 18.65 45.7845.78
出所出所出所出所出所出所出所出所：：：：：：：：台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト世界主要証券市場比較月報、証券及び先物市場重要指標。世界主要証券市場比較月報、証券及び先物市場重要指標。
注注注注：：：：OTC(台湾の新興株式市場)の時価総額はOTCと上場市場の合計時価総額の僅か7.91%にすぎず、市場全体の回転率

に対する影響は限られているため、参考として併記することを省略。

� 2010201020102010年年年年5555月末月末月末月末のののの外国資本所持株外国資本所持株外国資本所持株外国資本所持株のののの総額総額総額総額はははは5555....7777兆台湾元兆台湾元兆台湾元兆台湾元、、、、比率比率比率比率はははは29.29.29.29.90909090%%%%

� 2010201020102010年年年年1111－－－－5555月外国資本月外国資本月外国資本月外国資本のののの取引額取引額取引額取引額はははは約約約約4444....50505050兆台湾元兆台湾元兆台湾元兆台湾元、、、、比率比率比率比率はははは22222222....46464646%%%%

外国資本率外国資本率外国資本率外国資本率がががが年年年年々々々々増加増加増加増加しししし、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの水準水準水準水準がががが高高高高いいいい
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%

21212121
出所出所出所出所出所出所出所出所::::::::証券及証券及証券及証券及びびびび先物市場重要指標先物市場重要指標先物市場重要指標先物市場重要指標証券及証券及証券及証券及びびびび先物市場重要指標先物市場重要指標先物市場重要指標先物市場重要指標20102010201020102010201020102010年年年年年年年年55555555月月月月、、、、行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局よりよりよりより作成作成作成作成月月月月、、、、行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局行政院金融監督管理委員会証券先物局よりよりよりより作成作成作成作成

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

外国資本所持株総額（兆NTD） 1.42 2.16 1.53 3.02 3.35 5.13 6.79 7.28 3.62 6.9 5.7

外国資本取引額（兆NTD） 2.43 2.30 3.51 4.52 6.39 7.18 9.44 13.85 13.15 10.2 4.5

外国資本所持株比率（％） 15.34 18.51 15.40 21.46 22.18 30.25 31.90 31.10 28.98 30.5 29.9

外国資本取引比率（％） 3.46 5.55 7.10 10.02 11.56 16.15 16.08 16.53 22.14 19.64 22.46
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外国資本外国資本外国資本外国資本のののの個別企業個別企業個別企業個別企業にににに対対対対するするするする持株比率持株比率持株比率持株比率のののの割合割合割合割合

比率順比率順比率順比率順比率順比率順比率順比率順 コードコードコードコードコードコードコードコード 銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名銘柄名 発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数発行済株式総数((((((((株株株株株株株株))))))))
外国資本外国資本外国資本外国資本のののの外国資本外国資本外国資本外国資本のののの

持株数持株数持株数持株数のののの合計合計合計合計持株数持株数持株数持株数のののの合計合計合計合計 ((((((((株株株株株株株株))))))))

外国資本全体外国資本全体外国資本全体外国資本全体のののの外国資本全体外国資本全体外国資本全体外国資本全体のののの
持株比率持株比率持株比率持株比率持株比率持株比率持株比率持株比率

11111111 62396239623962396239623962396239 力成力成力成力成力成力成力成力成 669,385,183669,385,183669,385,183669,385,183669,385,183669,385,183669,385,183669,385,183 546,022,626546,022,626546,022,626546,022,626546,022,626546,022,626546,022,626546,022,626 77.5377.5377.5377.5377.5377.5377.5377.53

22222222 32313231323132313231323132313231 緯創緯創緯創緯創緯創緯創緯創緯創 1,850,615,8261,850,615,8261,850,615,8261,850,615,8261,850,615,8261,850,615,8261,850,615,8261,850,615,826 1,398,996,5881,398,996,5881,398,996,5881,398,996,5881,398,996,5881,398,996,5881,398,996,5881,398,996,588 75.5975.5975.5975.5975.5975.5975.5975.59

33333333 23082308230823082308230823082308 台達電台達電台達電台達電台達電台達電台達電台達電 2,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,652 1,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,341 74.4274.4274.4274.4274.4274.4274.4274.42

2222

2,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,6522,376,716,652 1,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,3411,768,759,341

44444444 23302330233023302330233023302330 台積電台積電台積電台積電台積電台積電台積電台積電 25,896,353,34425,896,353,34425,896,353,34425,896,353,34425,896,353,34425,896,353,34425,896,353,34425,896,353,344 18,889,089,43918,889,089,43918,889,089,43918,889,089,43918,889,089,43918,889,089,43918,889,089,43918,889,089,439 72.9472.9472.9472.9472.9472.9472.9472.94

55555555 23112311231123112311231123112311 日月光日月光日月光日月光日月光日月光日月光日月光 5,473,127,6945,473,127,6945,473,127,6945,473,127,6945,473,127,6945,473,127,6945,473,127,6945,473,127,694 3,772,679,6163,772,679,6163,772,679,6163,772,679,6163,772,679,6163,772,679,6163,772,679,6163,772,679,616 68.9368.9368.9368.9368.9368.9368.9368.93

66666666 20292029202920292029202920292029 盛餘盛餘盛餘盛餘盛餘盛餘盛餘盛餘 321,180,000321,180,000321,180,000321,180,000321,180,000321,180,000321,180,000321,180,000 215,454,770215,454,770215,454,770215,454,770215,454,770215,454,770215,454,770215,454,770 67.0867.0867.0867.0867.0867.0867.0867.08

77777777 23502350235023502350235023502350 環電環電環電環電環電環電環電環電 1,088,377,7261,088,377,7261,088,377,7261,088,377,7261,088,377,7261,088,377,7261,088,377,7261,088,377,726 704,705,339704,705,339704,705,339704,705,339704,705,339704,705,339704,705,339704,705,339 64.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.74

88888888 23532353235323532353235323532353 宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁 2,685,646,5892,685,646,5892,685,646,5892,685,646,5892,685,646,5892,685,646,5892,685,646,5892,685,646,589 1,683,057,9421,683,057,9421,683,057,9421,683,057,9421,683,057,9421,683,057,9421,683,057,9421,683,057,942 62.6662.6662.6662.6662.6662.6662.6662.66

99999999 24542454245424542454245424542454 聯發科聯發科聯發科聯發科聯發科聯發科聯發科聯發科 1,090,118,8541,090,118,8541,090,118,8541,090,118,8541,090,118,8541,090,118,8541,090,118,8541,090,118,854 674,761,950674,761,950674,761,950674,761,950674,761,950674,761,950674,761,950674,761,950 61.8961.8961.8961.8961.8961.8961.8961.89

1010101010101010 23242324232423242324232423242324 仁寶仁寶仁寶仁寶仁寶仁寶仁寶仁寶 4,101,238,9074,101,238,9074,101,238,9074,101,238,9074,101,238,9074,101,238,9074,101,238,9074,101,238,907 2,554,056,3582,554,056,3582,554,056,3582,554,056,3582,554,056,3582,554,056,3582,554,056,3582,554,056,358 59.7159.7159.7159.7159.7159.7159.7159.71

出所出所出所出所::::台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト「「「「「「「「外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位外国資本持株比率上位2020202020202020社取社取社取社取りまとめりまとめりまとめりまとめ社取社取社取社取りまとめりまとめりまとめりまとめ」」」」」」」」 。。。。資料資料資料資料はははは。。。。資料資料資料資料はははは2010201020102010年年年年5555月月月月5555日日日日をををを最終日最終日最終日最終日としとしとしとし、、、、普通株式普通株式普通株式普通株式のののの
資本金額資本金額資本金額資本金額がががが10101010億台湾元以上億台湾元以上億台湾元以上億台湾元以上にににに達達達達しししし、、、、監理銘柄監理銘柄監理銘柄監理銘柄でないものでないものでないものでないもの列記列記列記列記。。。。

目下台湾株式目下台湾株式目下台湾株式目下台湾株式のののの株価純資産倍率株価純資産倍率株価純資産倍率株価純資産倍率(PBR)(PBR)(PBR)(PBR)はははは1.81.81.81.8倍倍倍倍、、、、合理的合理的合理的合理的にににに
評価評価評価評価されているされているされているされている上上上上、、、、 4%4%4%4%弱弱弱弱のののの配当利率配当利率配当利率配当利率をををを有有有有しししし、、、、他他他他のののの株式市場株式市場株式市場株式市場にににに比比比比べてべてべてべて魅力的魅力的魅力的魅力的

台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式はははは高配当利率高配当利率高配当利率高配当利率、、、、かつかつかつかつ、、、、合理的合理的合理的合理的にににに評価評価評価評価されておりされておりされておりされており、、、、台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式はははは高配当利率高配当利率高配当利率高配当利率、、、、かつかつかつかつ、、、、合理的合理的合理的合理的にににに評価評価評価評価されておりされておりされておりされており、、、、
国内外法人国内外法人国内外法人国内外法人のののの台湾市場回帰台湾市場回帰台湾市場回帰台湾市場回帰をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす国内外法人国内外法人国内外法人国内外法人のののの台湾市場回帰台湾市場回帰台湾市場回帰台湾市場回帰をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす
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台湾台湾台湾台湾のののの電子工業電子工業電子工業電子工業のののの集積度集積度集積度集積度はアジアトップはアジアトップはアジアトップはアジアトップ台湾台湾台湾台湾のののの電子工業電子工業電子工業電子工業のののの集積度集積度集積度集積度はアジアトップはアジアトップはアジアトップはアジアトップ

電子產業電子產業電子產業電子產業

56%

金融保險

12%

プラスティッ

ク工業

7%

石油、石炭、

電気、ガス

4%

鉄鋼工業

3%

その他

18%

台湾株式台湾株式台湾株式台湾株式のののの業種別構造業種別構造業種別構造業種別構造
半導体半導体半導体半導体、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン及及及及びびびび電子電子電子電子半導体半導体半導体半導体、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン及及及及びびびび電子電子電子電子
デバイスデバイスデバイスデバイス等等等等デバイスデバイスデバイスデバイス等等等等88888888つのつのつのつの電子産業電子産業電子産業電子産業つのつのつのつの電子産業電子産業電子産業電子産業
副産業副産業副産業副産業をををを含含含含むむむむ副産業副産業副産業副産業をををを含含含含むむむむ

2424

56%12%

消費財製消費財製消費財製消費財製

造業造業造業造業

10%

情報情報情報情報サーサーサーサー

ビスビスビスビス

11%

金融金融金融金融

33%

不動産不動産不動産不動産、、、、

建設建設建設建設

13%

そのそのそのその他他他他

33%

電気機器電気機器電気機器電気機器

13%

輸送用機輸送用機輸送用機輸送用機

器器器器

11%

情報通信情報通信情報通信情報通信

8%

銀行銀行銀行銀行

8%
化学化学化学化学

6%

そのそのそのその他他他他

54%

香港株式香港株式香港株式香港株式のののの業種別構造業種別構造業種別構造業種別構造

注注注注注注注注：：：：：：：：資料資料資料資料はははは資料資料資料資料はははは20102010201020102010201020102010年年年年年年年年55555555月末月末月末月末までのものまでのものまでのものまでのもの月末月末月末月末までのものまでのものまでのものまでのもの 出所出所出所出所：：：：台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト、、、、当社当社当社当社のののの社内統計社内統計社内統計社内統計出所出所出所出所：：：：台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト、、、、当社当社当社当社のののの社内統計社内統計社内統計社内統計

日本株式日本株式日本株式日本株式のののの業種別構造業種別構造業種別構造業種別構造日本株式日本株式日本株式日本株式のののの業種別構造業種別構造業種別構造業種別構造

三三三三、、、、最近最近最近最近のののの上場促進上場促進上場促進上場促進のののの成果成果成果成果

25252525

三三三三、、、、最近最近最近最近のののの上場促進上場促進上場促進上場促進のののの成果成果成果成果



•三希科技三希科技三希科技三希科技
•PERFECT CHEMICAL 

INDUSTRY

•Bizlink Holding Inc.

•Mutto Optronics Group

•Hua Mao

•Cowealth Medical

•金可國際金可國際金可國際金可國際

•興中控股興中控股興中控股興中控股
•AlchipTechnologies

•克莉絲汀克莉絲汀克莉絲汀克莉絲汀
•鼎固開發鼎固開發鼎固開發鼎固開發
•Thai Ho Group Inc.

•TPK Holding

•Kelti Holdings

•敏訊控股敏訊控股敏訊控股敏訊控股

•寰鑫企業寰鑫企業寰鑫企業寰鑫企業
•Chunhong Holdings

•亞德客國際亞德客國際亞德客國際亞德客國際
•永冠能源科技永冠能源科技永冠能源科技永冠能源科技
•宏盛集團宏盛集團宏盛集團宏盛集團
•東明控股東明控股東明控股東明控股
•亞洲塑膠再生資源控股亞洲塑膠再生資源控股亞洲塑膠再生資源控股亞洲塑膠再生資源控股
•艾德光能艾德光能艾德光能艾德光能

•Micro Mobio 

•Gloria Solar International

Holding, Inc.

• Chrontel, Inc.

•Apache Design Solutions

Optoplex Corporation

上場指導中上場指導中上場指導中上場指導中のののの外国企業外国企業外国企業外国企業のののの概況概況概況概況

20102010201020102010201020102010年年年年年年年年66666666月月月月月月月月3030303030303030日日日日までまでまでまで、、、、新規上場指導新規上場指導新規上場指導新規上場指導をををを申請申請申請申請したしたしたした外国企業外国企業外国企業外国企業はははは日日日日までまでまでまで、、、、新規上場指導新規上場指導新規上場指導新規上場指導をををを申請申請申請申請したしたしたした外国企業外国企業外国企業外国企業はははは5555555577777777社社社社、、、、このこのこのこの社社社社、、、、このこのこのこの
内運営拠点内運営拠点内運営拠点内運営拠点がががが中国中国中国中国にあるものはにあるものはにあるものはにあるものは内運営拠点内運営拠点内運営拠点内運営拠点がががが中国中国中国中国にあるものはにあるものはにあるものはにあるものは4242424242424242社社社社、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ社社社社、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ88888888社社社社、、、、そのそのそのその他他他他社社社社、、、、そのそのそのその他他他他77777777社社社社社社社社

2626

•Maxtral Industry Berhad 

Investment Holding

•Kai Chieh International

•Chailease Holding Ltd

•Himax Technologies, Inc.
•Create Best Technology C
•晨星半導體晨星半導體晨星半導體晨星半導體
•Gorilla Technology Group

•金可國際金可國際金可國際金可國際
•百合興業百合興業百合興業百合興業
•K Laser China Group

•順富控股順富控股順富控股順富控股
•Concraft

•科嘉控股科嘉控股科嘉控股科嘉控股
•eGtran

•敏訊控股敏訊控股敏訊控股敏訊控股
•Gourmet Master Co.

•Kingcan

•康聯藥業康聯藥業康聯藥業康聯藥業
•丁家宜丁家宜丁家宜丁家宜
•茂林光電茂林光電茂林光電茂林光電
•Ampower

•Foxconn Advanced 

Technology

•艾德光能艾德光能艾德光能艾德光能
•Rotam Global AgroSciences

•紅葉風電紅葉風電紅葉風電紅葉風電
•台南企業台南企業台南企業台南企業
•Fulgent Sun

•Enterex

•Apex International

•Wisdom Marine Lines

•Optoplex Corporation

•Super Talent Technology

•eGtran

•Himax

産業分野別産業分野別産業分野別産業分野別 会社名会社名会社名会社名 社数社数社数社数
食品工業 克莉絲汀 1
プラスティック工
業 Sansda Holding 1

海運業 慧洋海運 1
観光 楷捷国際、美食達人 2
貿易百貨 鼎固開発、台南企業 2
輸送用機器（自動
車） Enterex 1

電子工業 新宝科技、三希科技、貿聯、Ampower Holding、科嘉、On-
Bright、eGtran、Himax

8

光電子産業 奇景、宸鴻科技、生耀光電、艾徳光能、紅葉風電、
Chunhong、茂林光電 7

IPOIPOIPOIPOIPOIPOIPOIPO指導指導指導指導をををを受受受受けるけるけるける企業企業企業企業リストリストリストリスト指導指導指導指導をををを受受受受けるけるけるける企業企業企業企業リストリストリストリスト————————業種別業種別業種別業種別業種別業種別業種別業種別

光電子産業
Chunhong、茂林光電 7

半導体 微頻、昆泰、世芯電子、KLaser、晨星半導体、Optoplex 6

電子部品 Apex、、、、Concraft 2

通信 敏訊控股、、、、Gorilla Technology 、、、、Foxconn Advanced 
Technology

3

パソコン及び電子デバ
イス Super Talent Technology 1

バイオ˙医療 太和集団、克緹国際、佳麗化工、合富医療、Rotam、康聯
薬業、丁家宜、Cowell

8

紡績繊維 華懋 1
電気機器 寰鑫企業、亜徳客国際、永冠能源科技 3
建設 東明控股 1
金融保險 中租控股 1

その他 百和興業、Maxtral、金可国際、興中控股、福貞金属、順
富控股、宏盛集団、Fulgent Sun

8

計計計計17業種業種業種業種 57



� 初初初初めてのめてのめてのめての第一上場企業第一上場企業第一上場企業第一上場企業であるであるであるであるIMLIMLIMLIMLはははは、、、、2010201020102010年年年年5555月月月月18181818日日日日にににに上場上場上場上場をををを果果果果
たしたたしたたしたたした。。。。

� 1995199519951995年年年年アメリカのシリコンバレーにアメリカのシリコンバレーにアメリカのシリコンバレーにアメリカのシリコンバレーに本社本社本社本社をををを設立設立設立設立。。。。本部以外本部以外本部以外本部以外にににに、、、、
韓国韓国韓国韓国のソウルのソウルのソウルのソウル、、、、中国中国中国中国のののの上海上海上海上海、、、、香港及香港及香港及香港及びびびび台湾台湾台湾台湾にもそれぞれにもそれぞれにもそれぞれにもそれぞれ子会社子会社子会社子会社
或或或或いはいはいはいは支社支社支社支社をををを持持持持ちちちち、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発やややや顧客顧客顧客顧客サービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどの業務業務業務業務をををを行行行行っっっっ
ているているているている。。。。

第一上場企業第一上場企業第一上場企業第一上場企業

� メインはメインはメインはメインは液晶液晶液晶液晶モニターのモニターのモニターのモニターの電源管理電源管理電源管理電源管理ICICICICのデザインのデザインのデザインのデザイン及及及及びびびび販売販売販売販売。。。。

� 売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率はははは161.37%161.37%161.37%161.37%にににに達達達達したしたしたした(5/18(5/18(5/18(5/18からからからから6/226/226/226/22のののの売買高売買高売買高売買高をををを6/226/226/226/22のののの
市場価格市場価格市場価格市場価格でででで割割割割りりりり、、、、年間年間年間年間にににに換算換算換算換算したものしたものしたものしたもの））））

� 6/226/226/226/22のののの時点時点時点時点までにまでにまでにまでに、、、、1111社社社社がががが上場申請済上場申請済上場申請済上場申請済みでみでみでみで、、、、

8888社社社社がががが予備審査段階予備審査段階予備審査段階予備審査段階にににに入入入入っているっているっているっている。。。。
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コードコードコードコード 会社名会社名会社名会社名 上場日上場日上場日上場日 運営本拠地運営本拠地運営本拠地運営本拠地 業種別業種別業種別業種別

9151 中国旺旺 2009/4/28 中国 食品

9136 巨騰国際 2009/5/25 中国
ノートパソコン、デジタルカ
メラ及び液晶テレビのケース
等の製造及び販売

9106 新焦点 2009/10/12 中国
自動車メンテナンス、小売の

台湾預託証券台湾預託証券台湾預託証券台湾預託証券(TDR)(TDR)(TDR)(TDR)のののの上場及上場及上場及上場及びびびび申請中企業申請中企業申請中企業申請中企業のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料

新政策実行後上場新政策実行後上場新政策実行後上場新政策実行後上場したしたしたした14141414社社社社のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料

29292929

9106 新焦点 2009/10/12 中国
自動車メンテナンス、小売の
チェーンサービス

9188 精熙国際 2009/10/8 中国
デジタルカメラのプラスチッ
ク、金属デバイス等の生産及
び販売

9110 越南製造加工出口 2009/12/3 ベトナム スクーターの製造及び販売

9157 陽光能源 2009/12/11 中国 シリコンインゴット

911868 真明麗 2009/12/22 中国 家庭電器及び用品

910482 聖馬丁国際 2009/12/18 中国
衛星放送用チューナー及びデ
コーダー等の製造及び販売

910322 康師傅 2009/12/16 中国 食品

910579 欧聖集団 2009/12/31 中国 食品



台湾預託証券台湾預託証券台湾預託証券台湾預託証券(TDR)(TDR)(TDR)(TDR)のののの上場及上場及上場及上場及びびびび申請中企業申請中企業申請中企業申請中企業のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料（（（（続続続続きききき））））

コードコードコードコード 会社名会社名会社名会社名 上場日上場日上場日上場日 運営本拠地運営本拠地運営本拠地運営本拠地 業種別業種別業種別業種別

911201 僑威集団 2010/2/4 中国及び香港 各種製品用のパッケージ印刷

911602 華豊橡膠 2010/2/8 タイ プラスティック

912398 2010/3/18
マシニングセンタ(CNC)や旋盤

新政策実行後上場新政策実行後上場新政策実行後上場新政策実行後上場したしたしたした14141414社社社社のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料 ((((続続続続きききき))))
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912398 友佳国際 2010/3/18 中国
マシニングセンタ(CNC)や旋盤
等の工作機械

913889 大成糖業 2010/3/25 中国 コーンシロップ製品

申請中申請中申請中申請中であるであるであるである3333社社社社のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料

コードコードコードコード 会社名会社名会社名会社名 運本拠地運本拠地運本拠地運本拠地 業種別業種別業種別業種別 プライマリープライマリープライマリープライマリー市場市場市場市場

911225 隆成集団 中国 子供用品 香港

911606 超級集団 シンガポール インスタントコーヒー等 シンガポール

911607 亨泰消費品 中国
食品、家庭用品、化粧品、コールド
チェーン（低温流通）サービス

香港

911609 揚子江 シンガポール 造船会社 シンガポール

会社名会社名会社名会社名 TDRTDRTDRTDR 原株原株原株原株

康師傅 414.24 18.84
聖馬丁 1322 20.55
欧聖 1038 346.83

新焦点 919.13 7.41
越南製造 1012.69 24.93

TDRTDRTDRTDRのののの売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率はプライマリーはプライマリーはプライマリーはプライマリー市場市場市場市場のののの原株原株原株原株よりよりよりより大大大大きくきくきくきく優優優優れるれるれるれる

單位單位單位單位單位單位單位單位::百分率百分率百分率百分率（％）（％）（％）（％）百分率百分率百分率百分率（％）（％）（％）（％）
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僑威 601.96 63.60
華豊泰国 900.53 171.43
真明麗 1038 145.73
友佳国際 2500 26.96

巨騰 472.65 80.53
大成糖 1416.60 99.92
中国旺旺 368.61 23.82
陽光能源 1068.96 46.84
精熙国際 745 14.70

平均 987 78

出所出所出所出所：：：：香港証券取引所香港証券取引所香港証券取引所香港証券取引所、、、、台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所よりよりよりより統計統計統計統計・・・・整理整理整理整理。。。。 注注注注：：：：売買回転率売買回転率売買回転率売買回転率はははは2010.1.12010.1.12010.1.12010.1.1からからからから2010.5.42010.5.42010.5.42010.5.4までをまでをまでをまでを年間年間年間年間にににに換算換算換算換算したものしたものしたものしたもの。。。。



TDRTDRTDRTDRのののの価格価格価格価格はははは現地国現地国現地国現地国のののの原株原株原株原株よりよりよりより優優優優れているれているれているれている場合場合場合場合がががが多多多多いいいい

会社名 表章する原株数 原株 TDR 上下幅%

東亜科 2 2.07 4.34 4.83

美徳医 1 2.19 7.32 234.25

康師傅 0.5 77.12 37.55 -2.62

萬宇科 1 15.37 17.55 14.18

聖馬丁 1 9.49 8.87 -6.53

泰金宝 1 3.36 4.59 36.61

欧聖 1 7.04 10.9 54.83

新焦点 1 6.73 8.6 27.79

単位単位単位単位：：：：台湾元台湾元台湾元台湾元、、、、原原原原
株株株株はははは台湾元台湾元台湾元台湾元にににに換算換算換算換算
したものしたものしたものしたもの
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新焦点 1 6.73 8.6 27.79

越南製造 2 8.03 16.25 1.18

僑威 1 7.91 7.58 -4.17

華豊泰国 6 2.26 16.35 20.58

真明麗 0.5 19.52 12.1 23.98

友佳国際 1 14.96 22.65 51.40

巨騰 1 24.68 25.3 2.51

大成糖 2 5.6 11.95 6.70

中国旺旺 1 26.84 26.5 -1.27

陽光能源 1 5.61 12.3 119.25

精熙国際 1 6.07 9.2 51.57

TDRTDRTDRTDR平均平均平均平均
上昇率上昇率上昇率上昇率35%35%35%35%

出所出所出所出所::::公開情報観測公開情報観測公開情報観測公開情報観測ポストポストポストポスト。。。。2010201020102010年年年年6666月月月月14141414日日日日をををを最終日最終日最終日最終日としているとしているとしているとしている。。。。
上下幅上下幅上下幅上下幅のののの計算方式計算方式計算方式計算方式=(DR=(DR=(DR=(DR価格価格価格価格からからからから原株原株原株原株をををを引引引引いていていていて台湾元台湾元台湾元台湾元にににに換算換算換算換算したしたしたした価格価格価格価格))))÷÷÷÷（（（（原株原株原株原株をををを台湾元台湾元台湾元台湾元にににに換算換算換算換算したしたしたした価格価格価格価格））））

四四四四、、、、台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの上場方法上場方法上場方法上場方法

33333333

四四四四、、、、台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの上場方法上場方法上場方法上場方法



投資人投資人投資人投資人 上市公司上市公司上市公司上市公司

投資対象投資対象投資対象投資対象のののの
増加増加増加増加

獲得利益獲得利益獲得利益獲得利益をををを
投資者投資者投資者投資者にににに還元還元還元還元

企業企業企業企業のののの調達調達調達調達しししし
たたたた資金資金資金資金をををを運営運営運営運営
拠点拠点拠点拠点にににに投入投入投入投入

政策面政策面政策面政策面 大大大大きいきいきいきい環境環境環境環境

台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの関連度関連度関連度関連度がががが高高高高いいいい企業企業企業企業のののの台湾上場台湾上場台湾上場台湾上場をををを優先促進優先促進優先促進優先促進
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市場中介機構市場中介機構市場中介機構市場中介機構

籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台籌資及交易平台

資訊溝通的介面及平台資訊溝通的介面及平台資訊溝通的介面及平台資訊溝通的介面及平台

そのそのそのその他専門機構他専門機構他専門機構他専門機構 会計士会計士会計士会計士、、、、幹幹幹幹
事証券会社事証券会社事証券会社事証券会社、、、、
弁護士弁護士弁護士弁護士

資金調達及資金調達及資金調達及資金調達及びびびび取引取引取引取引
プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム発行面発行面発行面発行面 取引面取引面取引面取引面

投資者保護投資者保護投資者保護投資者保護システムシステムシステムシステム

優良企業優良企業優良企業優良企業のののの台湾市場上場台湾市場上場台湾市場上場台湾市場上場によりによりによりにより、、、、互互互互いにいにいにいにwinwinwinwin----winwinwinwin関係関係関係関係をををを構築構築構築構築

得以較低成本籌集所需
之營運資金，擴大經營
規模，提升國際市場能

見度

提供台灣投資人良好投
資標的，企業經營獲利

成果回饋投資人

対対対対
海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

対対対対
投
資
人

投
資
人

投
資
人

投
資
人

低低低低コストでコストでコストでコストで運営資金運営資金運営資金運営資金をををを
調達調達調達調達しししし、、、、経営規模経営規模経営規模経営規模をををを拡大拡大拡大拡大
させさせさせさせ、、、、国際市場国際市場国際市場国際市場へのへのへのへの
対応力対応力対応力対応力をををを高高高高めるめるめるめる

台湾台湾台湾台湾のののの投資家投資家投資家投資家にににに優良優良優良優良なななな
投資先投資先投資先投資先をををを提供提供提供提供しししし、、、、企業企業企業企業
経営経営経営経営のののの成果成果成果成果をををを投資家投資家投資家投資家にににに
還元還元還元還元できるできるできるできる

35353535353535353535

見度
成果回饋投資人

擴大成為國際化籌
資平台，活絡證券市

場

企業將在台所籌集之
資金投入原投資地，

繁榮當地經濟

海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

海
外
優
良
企
業

投
資
人

投
資
人

投
資
人

投
資
人

対対対対
ロロロロ
ーーーー
カ
ル
カ
ル
カ
ル
カ
ル

対対対対
資
本
市
場

資
本
市
場

資
本
市
場

資
本
市
場

対応力対応力対応力対応力をををを高高高高めるめるめるめる

台湾台湾台湾台湾でででで調達調達調達調達したしたしたした資金資金資金資金をををを
台湾現地台湾現地台湾現地台湾現地にににに投資投資投資投資することすることすることすること
でででで、、、、現地経済現地経済現地経済現地経済のののの発展発展発展発展にもにもにもにも
繋繋繋繋がるがるがるがる

還元還元還元還元できるできるできるできる

資本市場資本市場資本市場資本市場のののの国際化国際化国際化国際化をををを
進進進進めめめめ、、、、証券市場証券市場証券市場証券市場をををを
活性化活性化活性化活性化できるできるできるできる



五五五五、、、、まとめまとめまとめまとめ五五五五、、、、まとめまとめまとめまとめ

日本企業日本企業日本企業日本企業のののの台湾上場台湾上場台湾上場台湾上場をををを歓迎歓迎歓迎歓迎しますしますしますします

台湾台湾台湾台湾はははは多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業のののの中国進出中国進出中国進出中国進出のののの

中国本土中国本土中国本土中国本土にはにはにはには広大広大広大広大なななな国内市場国内市場国内市場国内市場があるがあるがあるがある。。。。台湾企業台湾企業台湾企業台湾企業にはにはにはには科学技術科学技術科学技術科学技術とととと管理人材管理人材管理人材管理人材をををを
有有有有しししし、、、、産業産業産業産業とととと貿易貿易貿易貿易のののの基礎基礎基礎基礎がががが堅実堅実堅実堅実でででで、、、、国際大手国際大手国際大手国際大手メーカーメーカーメーカーメーカー及及及及びグローバルサプラびグローバルサプラびグローバルサプラびグローバルサプラ
イチェーンとイチェーンとイチェーンとイチェーンと密接密接密接密接するためするためするためするため、、、、資本市場資本市場資本市場資本市場プラットホームをプラットホームをプラットホームをプラットホームを通通通通じてじてじてじて台湾企業台湾企業台湾企業台湾企業とととと戦戦戦戦
略連盟略連盟略連盟略連盟をををを組組組組むことがむことがむことがむことが可能可能可能可能

最良最良最良最良なななな入門市場入門市場入門市場入門市場。。。。
チャイナーアプローチをチャイナーアプローチをチャイナーアプローチをチャイナーアプローチを有有有有するするするする。。。。
ITITITIT産業産業産業産業がががが林立林立林立林立。。。。資本市場資本市場資本市場資本市場はははは多様多様多様多様
なななな優勢優勢優勢優勢をををを有有有有するするするする。。。。
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台湾台湾台湾台湾はははは企業企業企業企業のののの資資資資
金調達及金調達及金調達及金調達及びびびび投資投資投資投資
のののの最最最最良良良良のののの選択肢選択肢選択肢選択肢!!!!



最新関連情報最新関連情報最新関連情報最新関連情報はこちらをごはこちらをごはこちらをごはこちらをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください
台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所www.twse.com.twwww.twse.com.twwww.twse.com.twwww.twse.com.tw
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台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所台湾証券取引所www.twse.com.twwww.twse.com.twwww.twse.com.twwww.twse.com.tw
外国企業外国企業外国企業外国企業来来来来台上市台上市台上市台上市専区専区専区専区

((((日本語日本語日本語日本語))))

ごごごご清聴有難清聴有難清聴有難清聴有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。
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ごごごご清聴有難清聴有難清聴有難清聴有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。
どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。


