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台湾の基本データ 

台湾は九州ほどの国土に2,300万人の人口を擁しており、 
日台間の往来数は年間250万人に達する 

台湾島を中心として中華民国政府が実効支配する領域を指す。 

 国土（台湾本島及び付属島嶼、澎湖諸島）の面積は約36,200km2（九州本島よりもやや小さい面積） 

 人口は約2,331万人。うち、98％が中国大陸からの移民及びその子孫であり、2％が先住民族。 

 日本との関係では、5倍以上の人口差に関わらず、日本への出国者数が、日本からの入国者数を上回っている。 
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台湾の基本データ 

澎湖諸島 

国名 中華民国（1912年10月10日建国） （※但し国民政府遷台は1949年） 

建国 元号は「民国」（西暦2013年＝民国102年） 

首都 台北市（人口約263万人） 

主要都市 高雄市（約152万人）、台中市、台南市、基隆市 

面積 約36,200平方キロメートル（九州よりやや小さい） 

人口 約2,331万人（2012年12月現在） 
漢民族98%（外省人13%、内省人85%）、原住民2% 

通貨 ニュー台湾ドル（NTD） 1NTD＝約3.351円（2013年10月16日現在） 

名目GDP 4,827億ドル（2013年推計、1NTD=0.03ドル） 

1人当たり名目GDP 18,603ドル（2013年推計） 

在留邦人数 12,144 人（2013年8月現在） 

日系企業数 台北市日本工商会会員社 431社 （2013年） 

台中日本人会法人会員数 46社 （2011年） 

高雄日本人会法人会員数 85社 （2011年） 

日本との間の旅客数 日本からの訪台者数144万人（2012年） 

台湾からの日本向け出境者数 156万人（2012年） 

首都・台北市 

台中市 

高雄市 

台南市 

基隆市 

馬祖・金門地区 
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台湾の経済構造 

台湾経済は実質4.5%前後で成長を続けているが、2000年代は製造業が成長を牽引 
する経済構造で、台湾政府はサービス業のテコ入れを進めている 

 台湾の経済成長状況を見ると、2001年と2009年には、それぞれITバブルの崩壊、リーマンショックの影響でマイナス成長
となったものの、その後は順調に成長を続けている。 

 台湾の産業の中心は第三次産業（サービス産業）と第二次産業（製造業）。1990年代は第三次産業の成長が台湾経済の
成長を牽引してきたが、2000年以降、第二次産業の成長が強くなってきている。 
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産業類別実質GDPと成長率の推移 

出所：中華民国行政院主計處の資料に基づき、NRI作成 
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台湾政府の経済政策スキーム 

台湾は内需の成長が低迷する中で、従来からの輸出促進に加え、中国や東南アジア 
からの人やモノ、カネの呼び込みによって成長を維持する方針を打ち出している 

 台湾は、人口増加の頭打ちや生産機能の海外移転といった状況の中で、出生率向上や企業の海外移転
の制限等といった内需拡大や国内産業維持といった政策よりも、大中華圏を中心とした周辺各国、地域
との人、モノ、カネの流れを活発化させる政策を強化させることで、今後の成長を維持していく方針。 

 このために、貿易の自由化、投資規制の緩和、法人税や相続税の引き下げ、国際空港や港湾の拡張等
の政策を、積極的に行なっている。 

海外との関係強化により成長を図る台湾経済 
規制緩和 

中国とのECFA締結、他国とのFTA締結交渉 
中国への／からの投資規制緩和 
海外企業の上場規定の緩和 
中国人の来台解禁 

税制改革 

法人税率、相続税率の引き下げ 

 インフラ整備 

愛台十二建設 

桃園空港の拡張、松山空港の国際線開放 

高雄港の整備、台北港の新設 

産業支援  

6大新興産業（グリーンエネルギー、バイオ、ヘルスケ
ア、観光、文化クリエイティブ、農業） 

4大新興スマート産業（クラウドコンピューティング、ス
マートEV、スマートグリーン建築、特許の産業化） 
 

台湾企業の海外進出や投資の増加 

物品、サービス輸出の増加 

外国（中国）企業やファンドの台湾進
出や投資の増加、上場 

海外（中国）の台湾系企業の台湾へ
の再投資や回帰上場 

海外の台湾人金融資産の台湾への
再投資 

中国人旅行者の増加 

出所：NRI作成 
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自由経済モデル区（１） 

台湾政府の最重要政策として今年７月より始まる自由経済モデル区 

海外からの投資や需要を呼び込むための切り札として期待される 

 これまで輸出や海外投資の増加で成長してきた台湾経済の強みは残しつつ、海外からの需要や投資を台湾に呼び込むた
めの新たな方策として打ち出されたのが「自由経済モデル区」。これまで台湾から海外に向けて流れていたヒト、モノやカネ
の流れを、海外から台湾に向けても流れるようにするための施策と言える。 

 海外から台湾にヒト、モノ、カネを引き込むためには、大胆な規制緩和や優遇措置を設ける必要があるため、台湾で事業を
営んでいる企業や人々への影響を考えると、台湾全土で実施するのは困難である。このため、自由経済モデル区という「特
区」を作り、その中で規制緩和や優遇措置を実施していくこととなった。 

設置場所 

第１期： 6港湾1空港（基隆港、台北港、台中港、高雄港、
蘇澳港、桃園航空城、安平港） 

第２期（特別法成立後）： 中央政府による策定または地方
からの申請で設置 

主務機関 初期段階では経済部（以後は未定） 

スケジュー
ル 

• 第１期は2013年7月末からスタート予定 
• 4/26の行政院閣議で自由経済モデル区草案を承認、プ
ロジェクトチーム設立済み 

• 2013年内に特別法を成立させる予定 

自由経済モデル区の概要 

出所：自由經濟示範區規劃方案（核定本）に基づきNRI作成 



Copyright（C） 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6 

自由経済モデル区（２） 

 

税制優遇や規制緩和等、様々な優遇措置を設けた「特区」となっている 

 
自由経済モデル区推進のための具体的措置 

人材・商品・資
金の自由移動 

人材の出入りの自由化―外国籍（中国大陸住民含む）人材の雇用制限を緩和、区内の中国大陸住民の来台人数上限の緩和・短期滞在の査証免除 

商品流動の自由化―農工業原料・商品輸入税優遇、農工業原料・商品は原則輸出入自由に 

資金流動の自由化―区内の資金の自由移動を許可、外国人の台湾元に関わりのない金融需要は国際業務支店（OBU）経由可に 

市場開放で 
世界にリンク 

ホワイトカラーの外国籍専門人材が提供できるサービスの制限を緩和 

投資制限を緩和（通信業などデリケートな産業を除く） 

投資にやさし
い租税環境づ
くり 

国内外の投資誘致ー実質的な投資に当たり、経済部の海外事業奨励措置を適用または利益の免税 

企業の専門技能や技術の取得支援ー条件満たせば免税に 

外国籍（中国大陸住民含む）専門人材の来台奨励ー条件満たせば所得税を優遇 

企業の研究・開発を奨励ー条件満たせば租税を優遇 

多国籍企業の台湾での運営本部設立を奨励ー条件満たせば法人税優遇 

用地取得を 
より迅速に 

用地取得体制の強化―開発の主体は政府、用地は売却せず貸出、重大建設に関する行政院の審査重複を回避 

用途変更審査を加速ー審査は1カ所で1回のみ、土地使用の柔軟な管理、既存用地の用途変更手続きを簡素化、環境評価の免除 

最適な経営環
境づくり 

窓口一本化 

区内での必要資金の支援のため基金を設置 

産業発展に必要な公共建設 

区内のインフラ整備 

4大重点産業
の推進 
(4+N) 

スマート物流―クラウドで電子化サービスを統合、さまざまなサービスモデルの推進、区内外の作業・手続きを連動・統合 

国際医療―経営上の制限を緩和、合わせて国民の権益保障 

農業高付加価値化－区内外の契約栽培で農業収入増を促進、農業技術商品化のビジネスモデルを推進 

産業協力－統合型産業の発展、多国間協力関係の構築 

出所：自由經濟示範區規劃方案（核定本）に基づきNRI作成 
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ECFAのフレームワーク 

ECFAは中台間の経済連携協議で、貿易や投資などの各項目別に優遇施策の協議 
及び実施が進められている 

物品貿易 サービス貿易 投資 産業協力 作業 
グループ 

協議 
の要点 

今後の関税引き下
げ検討対象は、HS
コード8桁ベースで
5825項目。次の合
意は、プロテクト
品目を除いた全て
の品目の関税引き
下げスケジュール
が示される見通し。 

今後の協議では、▽
双方のサービス貿
易に関する制限措
置を段階的に緩和
或いは解除、▽双方
のサービス貿易分
野における協力増
進などが話し合わ

れる。 

投資保障メカニズ
ム、関連規定の透
明化、相互投資の
制限緩和、投資の
利便性促進等を推
進。例えば中国の
台湾企業が関心を
寄せる土地徴収の
補償や人道上の安
全等の議題解決を
図っていく。 

知財保護、金融、
貿易促進、eビジ
ネス、その他産業、
中小企業、双方の
経済・貿易機関の
出先機関を相互開
設について協議。
第2回会合で、LED、
無線都市、低温物
流、TFT-LCD、EV

が示された。 

両岸経済合作委員会 （これまで2011年2月、11月、2012年4月の3回の会合を実施済み） 

（台湾側13人、中国側14人の委員。台湾代表は経済部次長梁国新、中国側代表は商務部副部長姜増偉） 

ＥＣＦＡの基本データとフレームワーク 

定義 Economic Cooperation Framework Agreement：将来の中台経済関係を規定するための基本協議。中台間EPAに相当。 

署名・実施 
2010年6月29日に中国・重慶で開かれた中台窓口機関の協議において双方のトップが署名。9月に発効し、同年10月にサービス貿易の開放（第一段階）、
2011年1月から物品貿易の関税引き下げが始まっている（＝アーリーハーベスト）。 

内容  両岸経済合作委員会を設置し、物品貿易、サービス貿易、投資保証、経済協力の各領域で規制緩和・ルール作りを進める（下図を参照）。 

日本企業に 

とっての 

予期効果 

 品目ごとの非（低）関税化や貿易制限の撤廃のスケジュールが示されることで、日本企業にとっても、中台間の事業環境が把握しやすくなる。また、台湾
に生産拠点を持つ企業の場合は、中国向けの輸出を始める（拡大させる）機会にもなる。 

 台湾から中国への輸出拡大が見込まれることから、台湾に電子機器のキーデバイスや化学原料等を輸出している日本企業は取引の拡大が期待できる。 

 中国がサービス分野の投資を開放したことに伴い、日台アライアンスによる中国事業展開の選択肢が拡大。 

出所：ECFA協議文書や報道資料等よりNRI作成 

紛争解決 

紛争解決の協議範
囲と目標について、
第2回会合で合意
された。今後の焦
点は、紛争解決の
場をどのように設
置するか、という
ポイントとなる見

込み。 

税関協力 

第2回会合で、通
関、密輸取り締ま
り、関税の3業務
の連絡窓口が既に
設置され、今後の
いっそうの連携強
化が示された。 

2012年8月に合意署名 第2回会合で合意、実施 2012年8月に合意署名 2013年6月に合意署名 
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ECFAサービス貿易の開放項目 

ECFAサービス貿易協定にて、台湾側は64項目、中国側は80項目を新たに開放し、 

台湾は中国への優位かつ優先的なアクセス権を獲得 

 
中国側のサービス業投資開放の主な内容 台湾側のサービス業投資開放の主な内容 

■金融以外（88項目） 
• ビジネスサービス業：専門サービス（会計、監査、簿記サービス、建築設計サービス、工程サービス、

集中工程サービス、計算機及びその関連サービス（ソフトウェア実施サービス）、不動産サービス（徴
収或いは契約をベースとした不動産サービス）、その他ビジネスサービス（市場調査・研究サービス、
技術測定・分析サービス、建築物清掃サービス、撮影サービス、印刷及びその補助サービス、会議
サービス・展覧サービス、複製サービス、翻訳・通訳サービス） 

• 情報通信サービス：電信サービス、視聴サービス 

• 建築及び関連工程サービス 

• 販売サービス（卸売サービス、小売サービス） 

• 環境サービス（汚染物質排出サービス、固体廃棄物処理サービス、排気ガス除去サービス、騒音低
減サービス、自然・景観保護サービス、その他環境保護サービス、衛生サービス） 

• 健康関連サービス及び社会サービス（医院サービス、高齢者・障害者への住宅制度に基づく社会福
祉の提供、非住宅制度による社会福祉の提供） 

• 旅行及び旅行関連サービス：旅行会社及び旅行経営者 

• 娯楽・文化及び体育サービス（文化娯楽サービス、体育・その他娯楽サービス） 

• 運輸サービス（海洋運輸サービス、航空運輸サービス、道路輸送サービス、全輸送方法の補助サー
ビス） 

• その他のサービス（商標代理、葬儀施設） 

 

■金融（3項目） 
• 保健及びその関連サービス 

• 銀行及びその他金融サービス 

• 証券、先物関連サービス 

 

■金融以外（70項目） 
• ビジネスサービス業：PC及びその関連サービス業（PCハードウェアのインストールコンサルサービス、

ソフトウェア実行サービス、データ処理サービス、データベースサービス） 

• 機器レンタルサービス業（スタッフ非添乗）：航空機レンタル、自家用車レンタル、その他機器・設備の
レンタル 

• その他サービス業：広告サービス業、市場研究サービス業、管理顧問サービス業、技術検査・分析
サービス業、牧畜業の顧問サービス業、鉱業サービス業、科学技術関連顧問サービス業、設備メン
テナンスサービス業、建築物清掃サービス業、撮影サービス業、包装サービス業、印刷及びその補
助サービス業、展覧サービス業、複製サービス業、翻訳・通訳サービス業、メーリングリスト編集サー
ビス業 

• 情報サービス業：中国への速配サービス、電信サービス業、第二類電信事業特殊業務、視聴サービ
ス業、 

• 建設及び関連工事サービス業：建築物の一般的な建築作業、土木工程の一般的な建築作業、据え
付け・組み立て作業、建築物竣工時及び最終段階におけるメンテナンス作業、その他 

• 販売サービス業：卸売取引サービス業、小売サービス業、取次販売 

• 環境サービス業：汚水処理サービス業、廃棄物処理サービス業、その他 

• 健康及び社会サービス業：医院サービス業、その他 

• 観光及び旅行サービス業：旅館及びレストラン（観光旅館、飲食提供サービス）、旅行会社及び旅行
サービス業 

• 娯楽・文化及び運動サービス業：娯楽サービス業、運動及びその他娯楽サービス業、その他遊園地
及びテーマパーク 

• 運輸サービス業：海運サービス業（海運補助サービス業、埠頭業、その他水上運輸補助業、コンテナ
ホーム経営業、船舶管理業、船舶メンテナンス業 

• 空運サービス業：空運サービス販売・マーケティング（航空貨物ホーム経営業） 

• 道路輸送サービス業：旅客輸送、貨物輸送、道路輸送設備メンテナンス、道路輸送支援サービス業、
ケーブルカー輸送サービス、各種輸送の補助サービス業（倉庫サービス業、フォワーダー業） 

• その他：クリーニング及び染色サービス業、ヘアケアその他美容サービス業、葬儀場・火葬場、オンラ
インゲーム業 

■金融（3項目） 
• 保健及びその関連サービス 

• 銀行及びその他金融サービス 

• 証券、先物関連サービス 

出所：ECFA協議文書等よりNRI作成 

ＥＣＦＡによるサービス業投資開放の概要 
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台湾の中華変換機能 

台湾の持つ対中国優先アクセス権や良好な投資環境などの有形・無形の優位性を 
活かし、台湾を中華圏事業のハブとして活用する日本企業が増えている 

B to C型の日台協業モデル 

 ネガティブリスト方式による投資管理 

   ⇒ ほぼ自由に投資可能 

日台民間投資取決め 

   ⇒ 投資保護制度が完備 

日台特許ハイウェイ、専利法改正 

   ⇒ 知財権の保護制度が完備 

外資投資規制 
中国の独自標準 

日本 

日本ブランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 台湾市場を経由することで日本の商品・サービスを中華圏のニーズにあったものへ中華変換（Chinalization）する 

 艾迴音樂（Avex）は台湾を中国語音楽のクリエイティブ・センターと位置付け、中華圏市場向けの音楽制作、マーケティング、管理等の機能を提供している。 

 雲雀国際（SkyLark）は台湾を大中華圏進出の主要拠点に位置付け、日本のノウハウの移植により台湾人材を積極的に育成している。 

大中華圏 

中国 

台湾 

ECFA 

サービス
貿易協議 

在台湾企業（外資
含む）の中国市場
への優先アクセス 

中華圏市場へのローカライズ 

（Chinalization） 

 法治 

 民主 

 親日 

 中華圏の 
流行発信地 

出所：NRI作成 
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中国での台湾企業や台湾人の活躍 

 
中国での有力ブランド経営において台湾企業や台湾人は重要な役割を担っている 

中国のSTARBUCKSは元台湾マクドナルドの経営者が立ち上げ。上海地区は、台湾で
STARBUKSを展開する統一超商（7-Eleven台湾） 
KFCやPIZZA HUTの地域責任者（華北、華東、華南等）の約７割が台湾人 

OEMから自社ブランドに転換、婦人靴トップブランドとなった永恩国際 

永恩国際グループは、当初、中国工場でOEMを展開、後に婦人靴の自社ブランド「達芙妮
（DAPHNE）」を展開。中国の中間層に浸透し、中国婦人靴のトップブランドに。 

子供服･用品ショップを運営する麗嬰房 

子供服、幼児用品の販売を手がける麗嬰房は、1993年に中国進出。中国では、自社ブランドのLes 
Enphantsのほか、Disney、Winnie the Pooh、New Balance等の子供服、靴等を販売。日本のＰｉｇｅｏｎ
の販売代理も行っている。台湾では300店舗、中国では1887店舗を持つ（2012年6月末）。 

中国式ファーストフードの永和豆漿は台湾から逆輸入されチェーン展開。多くのコピー
ブランドも出現し、代名詞化するまでに浸透 
台湾のカフェチェーンのカフェ85度℃や泡沫紅茶も中国で拡大中 

台湾でそごうと組んでトップデパートのブランドを築いた太平洋百貨店グループは中国でも大
きく成功 
台湾量販店2位の大閏発はフランス資本と合弁し中国でも主要量販店としての地位を確立 

出所：各社ウェブページ、Yahoo Taiwan等の公開資料を基に、NRI作成 
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台湾小売業者の中国展開 

 
台湾の小売業者は古くから中国市場に積極展開しており、成功している業者も多い 

11 

業種 ブランド名 店舗数 台湾企業名 概要 

コンビニ 

エンスストア 

セブンイレブン 1,925 統一超商 
統一超商が上海地区での経営権を獲得し、独資で统一超商(上海)便利有限公司を設立、現在、
上海にコンビニ73店を展開するほか、統一超商は中国にてStarbucks、Cold Stone、Afternoon Tea、
Mister Donuts、Semeur de pain等280店舗を展開 

ファミリーマート 979 
頂新集団(頂全) 

全家便利商店 
2004年に日本FamilyMart、伊藤忠と合弁で「上海福满家便利有限公司」を設立し、上海地区に
て出店を開始、現在は上海(735店)、広州(142店)、蘇州(70店)の三都市をカバー 

デパート 

新光天地百貨 1 新光三越百貨 

2007年新光三越と北京華聯集团が合弁(各50%)で設立、2010年1店舗売上で約48億RMBを記
録し、中国百貨店単独店舗売上で第二位(一位は杭州大厦) 

北京以外に成都と蘇州にも新光三越独資で展開予定で、今後はニ・三線都市を目標とする 

太平洋百貨 11 遠東集団 
1993年上海に第一号店を出店、2002年に遠東集団が太平洋建設集団から太平洋百貨の60%の
株式を買収、今後はニ・三線都市を目標とする 

遠東FE21百貨 6 遠東集団 
2010年の中国事業の売上は60億RMBに達する遠東集団の独資の百貨店 

遠東集団は中国において太平洋百貨と遠東FE21百貨の百貨店2ブランドを展開 

群光広場 3 藍天集団 藍天集团は台湾のNBメーカーであるが、中国では百脳汇資訊広場と群光広場の2ブランドを展開 

丹尼斯百貨 149 東裕集団 
1995年に鄭州で一号店を設立、河南省に特化 

傘下に百貨店9店、量販店33店、コンビ二107店を抱える 

量販店 

好又多 104 誠達集団 1997年に広州にて一号店を設立、2007年ウォルマートが65%の株式を取得、2010年に100%買収 

楽購 130 頂新集団 

1997年に頂新集团が独資で設立、2004年にTESCOが50%の株式を取得、2006年にTESCOがさ
らに40%を取得 

百貨店7店、量販店109店、コンビ二14店を東北、華北、華東、華南など47都市で展開（2012） 

大潤発（RT-Mart） 219 

潤泰集団 

(康誠投資股份有
限公司) 

1998年上海にて一号店を設立、2002年フランスのAuchenグループと合弁に（Auchen67%） 

2010年の売上が約520億RMBで、外資の小売業者では最大 

同グループのコンビ二喜士多は上海地区で600店に迫っており、上海市で第三位のシェア 

DIY店 

家具小売店 
HOLA特力和楽家居 32 特力集団 

2004年上海にて一号店を設立、華東地区をベースに華北、華南、西南部に展開、一級都市を目
標とする、現在は14都市をカバー 

台湾小売業の中国進出状況 

出所：公開資料に基づき、NRI作成 
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台湾経由中国進出の事例 

 
日系サービス業で台湾から中国に展開する企業も多い 

1988年に台湾現地法人を設立。現在は、2856店舗（2013年9月）で台
湾第二位のコンビニブランド（2002年台湾グレタイ市場に上場） 
また、伊藤忠商事、全家便利商店（台湾ＦａｍｉｌｙMart）・康師傅などと
合弁で中国進出し、上海、広州、蘇州などで事業を展開 

角川は1999年に台湾国際角川を設立し台北Walkerを創刊。15万冊
を発行（TOKYO Walkerは30万冊）。その他、台湾を起点として日本の
雑誌を中華圏に展開 
香港、中国など中華圏におけるメディア事業の基地としての役割を
果たした 

1989年に台北支店を設立し、子供チャレンジ、プチチャレンジなど幼
児向け通信教育事業を展開。台湾の子供を持つ世帯の10世帯に1世
帯は巧連智（チャレンジ）の購読者 
中国・香港での展開を行なうに当たっては台湾の人材を派遣し、ノウ
ハウを提供、サポートにあたらせた 

出所：NRI作成 
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台湾経由中国進出の事例 

 
モスバーガーは海外最大の店舗網を築いた台湾フランチャイジーと共に中国に進出 
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モスフード 
サービス（日） 

東元電機（台） 

資本金 114億円 182億元 

従業員 1038人 3600人 

事業内容 

フランチャイズ
チェーンによる
ハンバーガー専
門店「モスバー
ガー」の全国展
開、その他飲食
事業など  

総合電機メー
カー。日本企業
との合弁事業に
は他に安川電機
との安川TECO
モータエンジニ
アリング（北九州
市）がある。 

モスバーガー沿革 

1972年 モス・フード・サービスの設立 

1987年 モス・ライスバーガーを発売 

1990年 東元電機との合弁により、安心食品
服務股份有限公司（台湾モスバー
ガー）を設立 

1996年 東証一部に上場 

2010年 中国福建省アモイ市に中国（香港を
除く）第一店舗を開設 

2010年 台湾の店舗数171店（6月末時点） 

台湾拠点を主体とするモスバーガーの中国進出モデル 

台湾主導、日本サポートの形で中国・アモイに進出 
  

•台湾人6～7名が駐在及び長期出張（店長クラス3名
が常駐） 
•日本人はサポート（駐在1名＋長期出張） 
•中国人の幹部候補を採用後、台湾で研修 
•2010年2月にアモイで第1店舗をオープン 

安心食品：40％ 
東元電機：40％ 

モスフードサービス：10％ 
伊藤忠商事：10％ 

（登記地はシンガポール） 

（東元電機） 

（安心食品） 
出資 

台湾171店舗 

日本1380店舗 

日台合弁会社の管轄エリア 
（上海市、福建省、江蘇省、
浙江省、山東省、安徽省、江
西省） 

出所：経済部投資業務処委託事業（ヒアリング及び公開資料からNRIが作成） 
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台湾経由中国進出の事例 

キッコーマンは台湾パートナー企業のリソースを活かしたダブルブランド戦略 

によりウィンウィンの関係を構築し、中国市場にも展開 

     

 

資本金 16億元（台湾ドル） 

従業人 121人（内日本人3人） 

事業内容 醤油製品の製造・販売 

統萬 

主な出来事 

1990年 統一企業と合弁で統萬を設立 

1994年 醤油工場としては台湾で初めて食
品GMP (適正製造規範)認証を取
得 

2002年 キッコーマンと統一による中国・昆
山の現地法人及び工場設立事業
のバックアップ 

全国に広がる統一企業の販路を乗せて販売 

本醸造醤油  

 高価格   

アミノ酸混合醤油    

中価格   

キッコーマン 統一企業 

生産技術と
ブランド力 

生産設備とサ
プライチェーン 

統一醤油シリーズ     キッコーマン醤油シリーズ 

台湾におけるキッコーマンと統一企業の事業協力体制 

両ブランドが競合し
ない製品構成 

両ブランドの醤油を製造 
＝ 

 統萬  

出所：NRI製作 
台湾と同様の事業モデルで中国でも事業展開 
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日本企業による業種別台湾投資状況 

日本から台湾への投資は卸・小売業や飲食企業などサービス業が多く、 
トレンドとしても非製造業系企業の進出が年々増える傾向にある 

 日本は2012年単年及び累計投資件数で第１位となっており、台湾にとって極めて重要な投資元となっている。 

 2012年の日本から台湾への投資実績（619件、4億ドル）のうち、件数、金額共に最も多いのは卸・小売業で、件数ベー
スで全体の半数近くを占める。 

 近年、専門サービス業や飲食業等、非製造業の参入が増えている。 

出所：経済部投資審議委員会 

業種別の日本から投資件数及び比率 

（計619件：2012） 

卸・小売業, 

290, 47%

専門サービ

ス、科学・

技術サービ

ス業, 62, 

10%

機械設備製

造業, 59, 9%

ホテル・飲食

業, 46, 7%

電子部品製

造業, 34, 5%

その他製造

業, 16, 3%

金融・保険

業, 10, 2%

支援サービス

業, 10, 2%

その他, 92 , 

15%
日本, 619, 

23%

カリブ海英

領, 350, 
13%

アメリカ, 

294, 11%

香港, 

279, 10%
サモア, 

193, 7%

シンガ

ポール, 
115, 4%

マ

レー

シア, 

110, 
4%

インドネシ

ア, 87, 3%

カナダ, 

70, 3%

韓国, 

63, 2%

ドイツ, 

55, 2%

イギリス, 

45, 2%

インド, 42, 

1%

その他, 

416, 15%

2,738件 

国・地域別投資件数及び比率 

（2012） 
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台湾から海外進出した日本企業 

台湾市場は親日的文化、日本からの距離、市場規模などの観点から海外進出のテス
トマーケティングに最適であり、台湾を初の海外進出先に選択する日本企業は多い 

16 

台湾を初の海外進出先に選んだ日本の非製造企業 

1980 1990 2010～ 1960 2000 

•ヤクルト 

•公文 

•セコム 

• 現地子会社が台

湾で上場 

•ベネッセ 

•セブンイレブン
ジャパン 

•ファミリーマート 

• 現地子会社が台湾
で上場 

•モスバーガー 

•ロイヤルホスト 

•重光産業 

•しまむら 

•ニトリ 

•パーク24 

•プリモ 

•楽天 

•サザビーリーグ（アフ
タヌーンティ） 

•パナホーム 

•小学館 

•阪急百貨店 

•ウォーターダイレクト 

•網屋 

•DLE 

 

•ヤマト運輸 

•イエローハット 

•すかいらーく 

•サーティワン 

出所：公開資料に基づき、NRI作成 

進出年次 

•BeachWalkers & 
Staaa 

•Tokai コミュニケー
ションズ 

•Tomod's 

•TSUTAYA 

•Plaza 

•United Arrows 

•うかい 

•サンフロンティア不
動産 

•塩屋(まーすや） 
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台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

台湾SUMCOは台湾で上場し資金調達を行い、 
社会的信用と従業員のロイヤリティ向上、台湾での投資資金調達に成功 

出所：NRI製作 

資本金 73億元（台湾ドル） 

従業人 870人（内日本人17人） 

売上 95億元（2012年） 

事業内容 半導体用シリコンウェハー
製造 

台塑勝高科技 

主な出来事 

1995年 台塑（台湾プラスチック）グルー
プとの合弁で台塑勝高科技（株）
を設立 

1999年 雲林工場で生産開始 

2006年 12インチシリコンウェハーの生産
を開始 

2007年 台湾証券取引所に上場 

SUMCOの台湾上場の背景と効果 

社員へのインセンティブ 
・持ち株の売買が容易に 

・「上場会社の社員」という
ステータスの獲得 

資金調達 

のパイプが
多様化 

上場調達資
金は12イン

チウェハーの
生産ライン拡
充に利用 

社会的信用
が向上 

2007年12月に上場 

39億元を調達 社員のロイヤ 

リティが向上 

 

離職率は同業 

他社を大きく 

下回る5％ 
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盛余

52.1%

11.4%

1.1%

35.3%

台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

盛餘は知名度向上と低コストによる資金調達を目的として、 
1997年に台湾証券取引所に上場 

淀川製鋼所 

• 1973年、台湾の現地資本により「盛餘股份有限公
司」が設立される 

株主構成* 事業構成（売上比）* 

盛餘（センユースチール） 

•台湾証券取引市場に上場 

（1997） 

•本社所在地：高雄市 

•董事長と董事4人が日本人 

（董事会の5/9=56%） 

設立 

上場 

1973 

2009 

*2012年10月のデータ 

豊田通商 

永記造漆 

その他 

出所：各社IR、文献検索 

• 1997年、盛餘が台湾証券取引市場に上場 

•約2800万株を売却し、約5.6億台湾元を調達 

•現地での知名度向上による取引先拡大と低コ
ストによる資金調達が目的（当時の台湾の長
期借入金利は8%） 

主な出来事 

•資本金：約32億台湾元（2012） 

•売上高：約155億台湾元（2012） 

•売上高CAGR：7%（08-12） 

• PER：21.75（2013Q2平均） 

1997 

• 1986年、CRA（オーストラリア）が出資し、合弁企業
に転換（49%） 

• 1987年、淀川製鋼所とトーメンが出資（19%,17%) 

•台湾国内への鉄鋼製品供給が狙い 

•CRAは49%を維持し、台湾資本は15%に減少 

•本社である淀川製鋼所の連結収益の約3割を盛餘
が産出し、親会社をしのぐ高収益企業に成長 

•約100億円を投資し、亜鉛めっき鋼板の生産
能力を増強する 

外資化 1980s 

• 1993年、淀川製鋼所がCRA持分（48%）を買収し、完
全系列化 

• 2007年、盛餘の原材料供給先である中国鋼鉄と淀
川製鋼所が株式持合いし関係強化 

熱処理鋼板 

亜鉛めっき鋼板 

その他 

冷延鋼板 

50.8% 

43.34% 

2.31% 

3.49% 



Copyright（C） 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19 

台湾瀧澤科技

44.8%

0.8%

54.5%

台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

台湾瀧澤科技は1990年代に日本の本社からの自立化を進め、 
2003年に台湾グレタイ市場に上場 

瀧澤鉄工所 
43.5% 

• 1971年、滝澤鉄工所が台湾で、現地企業との合弁
にて「台湾瀧澤科技股份有限公司」を設立 

•普通旋盤の製造販売を目的として設立 

•台湾で販売する他、米国、欧州、日本等へも
輸出 

株主構成* 事業構成（売上比）* 

台湾瀧澤科技 

•台湾グレタイ市場に上場   

•本社所在地：桃園県 

•董事長と董事2人が日本人 

（董事会の3/7=43%） 

設立 

上場 

1971 

2003 

2009 

*2008年9月のデータ 

0.7% 

増達投資股 

その他 
55.8% 

出所：NRIインタビュー、各社IR、文献検索 

• 1990年代、岡山市の滝澤本社が経営危機に陥り、
台湾瀧澤は自立経営を求められる 

•日本の滝澤の売上は90年代に3分の1以下に
減少 

•台湾瀧澤の売上は90年代に約5倍に成長 

• 2003年、台湾グレタイ市場に上場し、日系工作機
メーカーとして初めて台湾で株式を公開 

•約450万株を売却し、7300万台湾元を調達 

•ブランド力強化と円滑な資金調達が目的 

主な出来事 

•資本金：約7.1億台湾元（2012） 

•売上高：約26億台湾元（2012） 

• PER：16.84（2013Q2平均） 

• 2002年、台湾滝澤科技が中国の上海に生産子会社
「上海滝澤科技」を設立 

•台湾滝澤の独資で設立 

•台湾からの投資により中国進出を有利に展開 

自立化 1990s 

OEM旋盤 
18.1% 

CNC旋盤 
66% 

その他 
3.5% 

PCB 

鑽孔埠 
13.3% 
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43.5% 

20.7% 

3.9% 

1.5% 

30.4% 34.5% 

7.7% 
23% 

9.3% 

13.5% 

11.7% 
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台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

 
台湾ファミリーマートは2002年に台湾グレタイ市場に上場し、店舗展開を加速 

• 1988年、台湾に「全家便利商店股份有限公司（台湾
ファミリーマート）」を現地資本と合弁で設立 

•台湾最大の自動車ディーラーである国産汽車
（51%）と伊藤忠商事（9%）との共同出資でファ
ミリーマート（40%）が設立 

全家便利商店（台湾ファミリーマート） 

•台湾グレタイ市場に上場 

•本社所在地：台北市 

•副董事長1人と董事2人が日

本人（董事会の3/9=33%） 

*2008年9月のデータ 
出所：各社IR、文献検索 

•フランチャイズ方式で店舗網を拡大し、1990年100店
舗達成、2000年1000店舗達成 

• 2002年、台湾グレタイ市場に上場し、日系コンビニエ
ンス・ストア企業の海外法人として初めて株式を公開 

•1000万株を売却し、2.5億台湾元を調達 

•ファミリーマートと伊藤忠商事の持株率は上
場前の55%から49%に低下 

• 2013年9月時点の総店舗数は2856店、台湾のコンビ
ニ市場2位でシェア29% 

• 2007年、福客多（ニコマート）の優良店157店舗を吸
収合併し、さらに規模を拡大 

主な出来事 

•資本金：約22億台湾元（2012） 

•売上高：約540億台湾元（2012） 

•売上高CAGR：7.3%（08-12） 

• PER：37.77（2013Q2平均） 

株主構成* 事業構成（売上比）* 

ファミリーマート 

泰山企業股 飲料 

一般食品 

インスタント食品 

伊藤忠商事 

三洋薬品工 

その他 
その他 

雑貨 

設立 

上場 

1988 

2002 

酒・煙草 

2013 
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82.4% 

11.5% 

6% 
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中興保全

27.3%

3.4%

1.9%67.4%

台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

中興保全は知名度向上による現地市場開拓を主目的として、 
1993年に台湾証券取引所に上場 

SECOM 

電子サービス 

• 1977年、セコム（当時は日本警備保障）が台湾に「中
興保全股份有限公司」を国産実業グループの林孝信
氏（現董事長）と合弁で設立、台湾初の警備会社に 

•警備業がネガティブリストに入っていたため出
資ができず、業務提携という形で台湾へ進出 

•ネガティブリストから外れた段階で再度出資 

株主構成* 事業構成（売上比）* 

中興保全 

•台湾証券取引市場に上場 

（1993） 

•本社所在地：台北市 

•常務董事2人、董事（総経

理）1人が日本人（董事会

の3/13=23%） 

設立 

上場 

*2012年9月のデータ 

エンジニアリング 

その他 

承信投資有 

その他 

出所：NRIインタビュー、各社IR、文献検索 

• 1993年、中興保全が台湾証券取引市場に上場 

•現地での知名度や信用を向上させ、個人向け
サービスを拡大させることが主目的 

•資金調達も目的の一つで、韓国での上場では、
調達した資金で物流センターと研修所を建設 

•投資・増資において、日本から資金が入ってく
ることはなく、基本的に台湾内の利益を再投資
して運営 

主な出来事 

•資本金：約44億台湾元（2012） 

•売上高：約62億台湾元（2012） 

•売上高CAGR：0.3%（08-12） 

• PER：16.3（2013Q2平均） 

• 2009年初、台湾での契約件数は約10万件で警備業
のシェアトップ（上場時点では約3万件）だが、景気後
退により市場は縮小傾向 

•保険や医療サービス等にも事業領域を拡大中 

•日本のセコムとは排他的な技術援助契約を
締結しており、台湾以外の地域に進出できな
いので、台湾内で付加価値向上や多角化を進
める必要がある 

源信投資有 

多角化 

1977 

2009 

1993 
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台湾市場に上場している日系企業の事例紹介 

オートサーバーは台湾市場未進出だが、中華圏における知名度向上効果と調達資金
を生かしたアジア市場開拓を目的とし、台湾上場（グレタイ）を選択 

22 

オートサーバー  Auto Server 

• 本社所在地：東京都 

• 設立：1997年 

• 資本金：約4.2億円 

• 売上高：約33.4億円（2012） 

• 従業員数：93人 

主な出来事 

設立 

上場予定 

• 1997年、会社設立(愛知県豊橋市下地町操穴19番
地)資本金2,000万円 

•インターネットを利用した会員間における中古自動
車の仲介事業を開始 

•オートオークション会場との接続を開始 

•資本金を2億6,000万円に増資 

•資本金を4億2,000万円に増資 

•中古自動車販売商工組合(中販連)との接続を開始 

•資本金を4億2,476万円に増資 

1997 

2000 

2011 

1998 

1999 

2001 

• AS会員数が30,000社を突破 

•東京センターを東京都中央区日本橋に新設 

•本社を愛知県豊橋市から東京都中央区に移転 

•バイクオークションとの接続開始 

•提携オークション会場が100会場突破 

•情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格
『ISO27001(ISMS)』認証を取得 

2007 

2008 

2009 

2014 

• 情報ネットワークにおけるコンピューター通信システムを利用し
た自動車販売に関する情報処理ならびに情報提供 

• コンピューターシステムの企画開発、販売ならびに保守管理 

アジア市場拡大投資のための投資資金調達 

Greater China 

台湾上場 

資金調達 

ASEAN、その他市場へ投資 

中国事業へ
投資 

• 2014年1月台湾グレタイ市場へ上場予定 

出所：公開情報に基づきNRI作成 

http://www.autoserver.co.jp/
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目次 
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台湾証券取引市場の種別 

台湾には台湾証券取引所、グレタイ、Emerging Marketの3種の證券取引市場が存在
する 

運営主体: 

位置付け 
（例）: 

上場企業数:   
(2013/10) 

時価総額:   
(2013/10) 

 

出所：各社公開資料、KGI資料に基づきNRI作成 

年間総売買高:  
（2012） 

 一般的に、まずEmerging Market (EM)に登録した後グレタイに上場し、企業が成長した後に台湾証券取引所（メインボード）
へ転換上場するような流れがある。 

 グレタイへの第一上場はEMを経由する必要があるが、台湾証券取引所へは上場条件を満たしていれば直接の上場が可能。 

 東証一部 

 809社 (2012/12) 

 726B USD (2012/12)  

 688B USD 

台湾証券取引所 

（TWSE) 

 東証二部と東証マザーズの中間 

 将来的に台湾証券取引所へ転換
上場することが一般的で、同時上
場はない 

 646社 

 71B USD 

 95B USD 

グレタイ証券市場 
 (Gre Tai) 

 グリーンシート          
（日本証券業協会） 

 276社 

 23B USD 

 5B USD 

Emerging Market  

(EM) 
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B USD 

出所：各取引所HP、Bloomberg、Yahoo Finance等に基づきNRI作成 

台湾証券取引所（TWSE）の概要 

台湾証券取引所は上場企業数では東証、香港市場に次ぐ規模で、 
時価総額ではシンガポール市場と同程度である 

時価総額、上場企業数共に東証が圧倒的に大きく、香港市場がそれに次ぐ。 

 

企業数 

*TWSE（台湾証券取引所）、TSE MB（東京証券取引所一部二部）、KRX MB（韓国証券取引所メイン
ボード）、SGX MB（シンガポール証券取引所メインボード）、HK MB（香港証券取引所メインボード） 

時価総額（2013Q3） 

779

4,455

1199

766

2,942

0
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4000
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上場企業数（2012） 

809

2110

784

642

1368

0
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TWSE TSE MB KRX MB SGX MB HK MB
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アジアの主要新興市場の基本情報 

アジアの新興市場では、韓国KOSDAQの規模が飛びぬけており、 
台湾グレタイ（台湾の新興企業向け市場）がそれに続く 

時価総額（2012） 上場企業数（2012） 

B USD 

出所：各取引所HP、Bloomberg、Yahoo Finance等に基づきNRI作成 

韓国KOSDAQは時価総額、上場企業数ともに競合市場の中で最大規模。 

台湾グレタイはKOSDAQに次ぐ規模だが、3番手の東証Mothersに2倍以上の差をつけている。 

企業数 

59
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6
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183

1005

134
179

0
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アジアの主要証券取引市場との比較 

台湾証券取引所の株価指数は金融危機後も早い段階で回復し、 
高いパフォーマンスを示している 

* 各年末の値 

出所：各取引所HP、Bloomberg、Yahoo Finance等に基づきNRI作成 

2008年を100とする指数 

 

競合市場の株価指数の推移* 
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アジアの主要証券取引市場との比較 

台湾証券取引所のPERは比較的高い水準を維持している上、 
東証よりも安定して推移している 

* SGXの2009は2月末の値、TSEは一部の値 

出所：各取引所HP、World Federation of Exchanges資料等に基づきNRI作成 

PER 

 

競合市場のPERの推移* 
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アジアの主要証券取引市場との比較 

 
台湾証券取引所の回転率は相対的に高めの値を示している 

回転率（=総売買高/平均時価総額） 

出所：各取引所HP、Bloomberg、Yahoo Finance等に基づきNRI作成 

2011年以降、各国共に売買高の減少傾向のため、回転率が低下傾向にある（日本の今年度を除く）。 

回転率の推移 
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個人投資家
62%

機関投資家

(国内)

15%

機関投資家

(外国)

23%

台湾証券市場の投資家構成比 

（売買高ベース）* 

台湾市場の高パフォーマンスの背景 

台湾証券取引市場は個人投資家がメインプレイヤーであり、企業の知名度向上など、
台湾市場における企業経営上の影響力も期待できると指摘されている 

出所：各証券取引所公開資料に基づき、NRI作成 

 台湾証券市場の回転率の高さは個人投資家の多さに起因するもので、売買高の約7割は個人投資家が占めている。 

 外国人投資家からの投資も急増しており、金融危機前の04-07年は年平均成長率31%で成長している。 

 2009年の相続税引き下げ（最大50%→10%）を受けて海外からの資本還流も増加している。 

 台湾の一人あたりGNPは金融危機の影響で2009年に一旦落ち込んだものの、01年以降年平均成長率3.8%で成長を続
けており、個人投資家の資金源も引き続き拡大を続けることが期待される。 

アジア主要証券取引市場における 

国内個人投資家構成比 

(2012) 

出所：TWSE（台湾証券取引所）2012年の資料に基づき、NRI作成 

62.0%

20.3% 20.2%
17.0%

0%

20%

40%

60%

80%

TWSE KRX TSE MB HK MB

売買高比率 
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アジアの主要証券取引市場との比較 

 
台湾証券取引所のIPOコストは、アジアの他の証券取引市場よりも低い 

*その他費用は弁護士、会計士費用、プロモーション費など 
**為替レート：1NTD=3.2JPY、1HKD=12.5JPY、1SGD=80JPY 

費用項目 台湾証券取引所 東京証券取引所 香港メインボード  シンガポール メインボード 

上場時に
必要な  
費用 

① 

証券取引場審査
費 /初上場費    
/審査閲覧費 

 証券取引場審査費50
万NTD 

 証券取引場審査費
420万円 

 上場手数料105-
1,575万円 

 初上場費15～65万
HKD 

 

 初上場費10～20万SGD 

 審査閲覧費2万SGD 

② 

証券会社コンサ
ルティング費/そ
の他費用* 

 コンサルティング費：約
1,200-2,000万NTD 

 その他：約1,400～
2,050万NTD 

 コンサルティング費：
約300～2,000万円 

 その他：4,000～
8,000万円 

 コンサルティング費：約
560～1,470万HKD 

 その他：1,200～2,000万
HKD 

 コンサルティング費：約35
～45万SGD 

 その他：210～520万SGD 

③ 

証券会社引受手
数料 

 調達金額の約2.5%（別
途） 

 調達金額の約5～8%
（別途） 

 調達金額の約2.5～ 
3.5%(別途) 

 調達金額の約2.5～3%(別
途) 

初上場費の目安 

 約2,650～4,100万NTD 

 （約8,500～13,000万円） 

   ＋③調達金額フィー 

 約5,000-12,000万円 

  ＋③調達金額フィー 

 約2,300～2,700万HKD 

 (約29,000～34,000万円） 

   ＋③調達金額フィー 

 約255～591万SGD 

 (約20,000～47,000万円） 

     ＋③調達金額フィー 

上場維持費用 

(毎年発生) 

取引所：10～45万NTD 

 （約32～145万円） 

取引所： 100～479万
円 

取引所： 14.5～118.8万
HKD 

 （約180～1500万円） 

取引所： 2.5～10万SGD 

 （約200～800万円） 

出所：各取引所公開資料、台湾証券取引所資料等に基づき、NRI作成 

各取引所の上場概算コスト比較(IPO) 
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台湾証券取引所の競合優位性 

台湾証券取引所は中華圏との親和性や台湾市場への影響力が特徴的であり、 
株価水準、PER、回転率、上場コスト等の相対的なパフォーマンスも高い 

TWSEの優位性 

中華圏との  
親和性 

台湾市場への
影響力 

台湾市場の特性 

 台湾証券市場は中国大陸市場等で成功している企業が多く中華圏との親和性が高いこと、個人投資家が多く株式投資が
一般的であるため台湾市場への影響力が高いこと等が特徴として挙げられる。 

 パフォーマンス面での優位性としては、株価が全体的に好調であること、PERや回転率の高さ、上場コストの低さが挙げら
れる。 

出所：NRI作成 

株価好調 

低上場コスト 

高回転率 

高PER 
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台湾証券取引所への上場手続き 

 
日本企業の台湾証券取引所への上場形態 

下記3条件のうち、いずれか１つを
満たす 
・資本金NTD6億以上  
・株主資本がNTD6億以上  
・時価総額がNTD16億以上 

下記3条件のうち、いずれか１つを
満たす 

・資本金NTD3億以上 

・株主資本NTD3億以上 

・時価総額がNTD8億以上 

既に他市場にて上場中 

原株IPOを検討 

（一般株式） 

科技（ハイテク）事業である 

原株IPOを検討 

（科技株式による特別上場） 

注：上記では原株IPOへのフィルタリングとして企業規模に依っていますが、実際には利益基準、活動
期間、株式数などいくつかの基準があります。詳細は次ページ以降をご参照下さい 

NO 

（日本で上場中だが、上場撤回する場合も含む） 

株主資本6億NTD以上に加えて下
記2条件のうち、いずれか1つを満
たす 

・時価総額NTD3億以上 

・上場2000万単位以上 

株主資本3億NTD以上に加えて下
記2条件の内一つ 

・ 時価総額3億NTD以上 

・上場2000万単位以上 

TDRを検討 

（一般株式） 

科技（ハイテク）事業である 

TDRを検討 

（科技株式による特別上場） 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO NO 

出所：台湾証券取引所資料に基づき、NRI作成 

・株主資本が6億NTD以上（ハイテ
ク企業に認定されると3億NTD） グレタイ上場を検討 

No 

YES 
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台湾証券取引所の上場基準 

 
原株IPO（一般企業、科技事業） 

項目 原株IPO（一般企業） 原株IPO（科技事業） 

上場審査 

・ 上場申請の前にEmerging Market（EM）での取引6ヶ月以上or証券会社
の指導6ヶ月以上が必要 

・海外市場での上場廃止後半年未満の場合、上記基準は不適用 

・海外市場で上場審査承認を取得すればＥＭでの取引or証券会社の指
導２カ月に短縮可能 

・ 審査は申請後8-12週間程度 

・ 承認後4-8週間で上場 

・ 台湾経済部工業局、TWSE委託の専門認証機関の認定必要 

・ 上場申請の前にEmerging Market（EM）での取引6ヶ月以上or証券会社の指導6ヶ月以上
が必要 

・海外市場での上場廃止後半年未満の場合、上記基準は不適用 

・ 審査は申請後8-12週間程度 

・ 承認後4-8週間で上場 

数値基準 

会社規模 

下記２条件のうち１つを満たすこと 

・ 資本金or株主資本が6億NTD以上  

・ 時価総額が上場時に16億NTD以上 

下記２条件のうち１つを満たすこと 

・  資本金or株主資本3億NTD 

・ 時価総額が上場時に8億NTD以上 

収益基準 

下記全ての条件を満たすこと 

・ 直近3年の税引前利益が2.5億NTD以上 

・ 直近のFY１年の税前利益が1.2億元以上、かつ累積赤字でないこと 

下記全ての条件を満たすこと 

・ 財務諸表の自己資本(Owner Equity)が資本金(Stock Capital)の2/3以上 

・ 運営資金が十分であること（１２ヶ月上場できること）の証明を提出 

事業活動年数 
・ 申請会社或いは子会社が設立後3年以上が経過 ・ 申請会社或いは台湾工業局科技事業認定済みの子会社の直近1ＦＹ以上の業務記録を

提出すること 

株主数 

下記全ての条件を満たすこと 

・ 記名株主数1000人以上 

・ 流通株の株主数500人以上 

・公開株が株式総数の20%以上或いは1000万株以上 

下記全ての条件を満たすこと 

・ 記名株主数500人以上 

・ 流通株が株式総数の20%以上或いは500万株以上 

幹事証券会社 
・ 主幹事証券会社1社を含め、２社以上の幹事証券会社の推薦が必要 

・ 上場後主幹事証券会社による指導を最低2会計年度受ける 

・ 主幹事証券会社1社を含め、２社以上の幹事証券会社の推薦が必要 

・ 上場後主幹事証券会社による指導を最低3会計年度受ける 

会計基準 
・ 台湾GAAP、IFRS、FASB 

・ 台湾GAAP以外で財務諸表を作成した場合には、台湾の会計士が台湾GAAPとの差異についてレビューを行なう 

強制（株）集保対象 ・ 董事、監査人10%以上株持つ株主 ・ 董事、監査人、5％以上株持つ株主、技術株主 

上場コスト 

・ 新規上場時：NTD12.5M＋公募金額の2.5% 

・ 年間：NTD100,000-450,000 

・ 新規上場時：NTD12.5M＋公募金額の2.5% 

・ 年間：NTD100,000-450,000 

・ 科技事業審査費：NTD540,000（台湾経済部工業局へ支払） 

注：Emerging Marketとは日本のグリーンシートに相当する制度 出所：台湾証券取引所資料に基づき、NRI作成 
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各競合市場の制度概要 

 
台湾のグレタイ、及びEmerging Marketにおける上場基準の概要 

出所：各取引所、證券暨期貨法令判解査詢系統、Deloitte等の資料を基にNRI作成 

項目 
グレタイ（Gre Tai） Emerging Market (Xing Gui ) 

基準 

上場審査 

・上場申請の前にXing Guiでの取引6ヶ月以上が必要 

・審査は申請後8-12週間程度（TDRは2-4週間） 

・承認後4-8週間で上場（TDRは4週間程度で公開開始、上場にはさらに8-
12週必要） 

・Gre Taiセンターが3日程度で審査・承認後に6日程度でXing Gui売買開始 

会計基準 台湾会計基準、IFRS、US GAAP 台湾会計基準、IFRS、US GAAP 

数値
基準 

株主資本 
・株主資本が1億NTD以上（科技事業の本国企業は半額になる） 

・TDRの場合は2億NTD以上 

制限無し 

時価総額 

 

制限無し 

（TDRの場合は上場2000万単位以上or時価総額3億NTD） 

制限無し 

利益/売
上 

・直近1年の税前利益が400万NTD以上 

・株主資本利益率（税前利益）が以下の条件のうち一つを満たすこと 

  -直近FYで4%以上かつ累積赤字なし 

  -直近FY2年がともに3%以上 

  -直近FY2年の平均が3%以上で、最近のものの方が高いこと（TDRは累積
赤字なしが必須）  

-科技事業のTDRについては、制限無し 

制限無し 

事業活動
年数 

・設立後2年以上が経過していること 制限無し 

株主数 
・公開株主数300人以上 

・公開株が株式総数の20%以上或いは1000万株以上 

制限無し 

上場コスト 

新規上場時：・科技事業の審査の場合、50,000 NTD・外国企業の審査は
500,000 NTD 

年間コスト：上場株式の額面額合計が0.3B NTDの場合、0.04%、0.3-0.5B: 
0.03%、0.5-1B: 0.02%、1-2B: 0.01%、2-3B: 0.005%、3B以上: 0.0025% 

新規上場時： 20000 NTD 

年間コスト：上場株式の額面額合計が0.3B NTDの場合、0.02%、0.3-0.5B: 
0.015%、0.5-1B: 0.01%、1-2B: 0.005%、2-3B: 0.0025%、3B以上: 0.00125% 
(最低5万、最高22.5万元) 
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台湾証券取引所への上場プロセス 

 

第一上場の場合、合計10-12ヶ月程度で上場可能 

上場申請の前準備 

Option1 

EM*1登録・取引6ヶ月以上 

Option2 
証券会社の指導6ヶ月以上 

上場申請後の審査 

・EMへの登録には約１週間 

・財務情報の公開が必要 

6ヶ月 

ＴＷＳＥ 

内部審査 

中央銀行 

審査・合意 

金管会*2 への 

申告・許可 

・経理部門書類審査→上場審議委員会 
の審議→董事会決議（8-12週間） 

・TWSE内部審査と同時に進めること
が可能（12日） 

・（2-4週間） 

2.5－3.5ヶ月 

承認後の上場準備 

・株公開発行についての業務を証券
会社に委託する（3ヶ月以内） 

2～3ヶ月 

 

*1 EM：EmergingMarketで日本のグリーンシート制度に相当 

*2 金管会：金融監督管理委員会 

二者択一 

株集中 

保管 

公開発行 

業務委託 

・この段階までに株式分散を完了 

（株式公開3日前） 

株式分散表 

送付・検査 

上場申請 ・（株式公開3日前） 

・台湾集中保管結算所へ株集中保管
をさせる（株式公開1～2ヶ月前作業開
始） 

上場 

同時 

出所：台湾証券取引所資料に基づき、NRI作成 
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目次 

2.台湾証券取引市場のご紹介 

3.台湾証券取引所TDRのご紹介 

1．台湾の産業構造と日本企業にとっての重要性 
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台湾で好評を博するTDR 

中国内需銘柄への投資として高騰した新規発行TDRに牽引され、 
TDR全体が人気化している 

台湾市場 

台湾新政権以降の中台経済緩和と台湾資本市場国際化のため、台湾政府が海外台湾企業の里帰り上場を促進。 

中国で活躍する台湾企業の里帰り上場により、台湾投資家は中国内需銘柄への投資が可能となり、新規発行TDRが高騰。 

2009年、香港市場に上場している台湾企業を中心にTDRでの台湾上場が相次ぎ、その後は東南アジア企業によるTDR発行も増加。 

以前は、台湾投資家の中国投資が厳しく制限されていた上、中国投資の割合が高い企業の台湾市場上場が制限されていた。 

海外市場 

その他市場 

大成 

糖業 
巨騰 

新 

焦点 
精熙 

2001-03年 TDR発行 
シンガ 

ポール 

マレー 

シア 
タイ 

香港市場 

2009年 TDR発行開始 

TDR株価の高騰 

TDR株価の高騰 

 

特に中国へ進出している台湾企業が里
帰り上場できるよう上場制度を緩和 

新政権以降の中台経済緩和と台湾
資本市場の国際化が主な理由 

台湾政府の誘致政策 

その他市場の 

TDRにも波及 

これまで購入が制限されて 
いた中国の内需銘柄に対す
るプレミアムと今後の成長期
待から、原市場の株価を上
回る価格へ上昇する銘柄も 

以前のTDR 

新規発行 

TDR 
越南 

製造 

陽光 

能源 
康師傅 ・・・ 

出所：NRI作成 
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TDRプレミアム比率（2013Q3） 

• 泰聚亨（タイ） 

<0% 

• 美徳医(星） 

• 越南製造加工
出口（香港）  

 

• 滬安電力(星）  

• 陽光能源（香港） 

 

• HISAKA (星）  

• 新曄(星）  

• 聯合環境(星）  

• 華豐橡膠大眾（タイ） 

• 真明麗（香港） 

• 僑威集團（香港） 

• 精熙国際 （香港） 

• 金衛醫療（香港） 

• 中國泰山(星）  

• 杜康控股(星） 

• 揚子江(星） 

• 泰金宝 （タイ） 

• 聖馬丁国際（香港） 

• 康師傅（香港） 

• 華運中國（マレーシア） 

• 明輝環球(星） 

• Z-OBEE(星） 

• 新傳媒（香港） 

• 友佳國際（香港） 

 

 

 

0-20% 20-50% >50% 

30億円 

以上 

30億円 

以下 

TDR発行企業29社のうち19社が、原市場の価格以上の株価で取引されており、里帰り上場を除いたその他アジア市場（青
字）については14社中11社についてプレミアムが付いている。 

TDR株価の原市場価格に対するプレミアム比率は平均8%で、5社が20%以上のプレミアムで評価されている。 

TDRのプレミアム 

流通上の制限等によりプレミアムが維持されるため、TDRの株価は原市場の価格を
上回っていることが多い 

TDRプレミアムの理由 

TDRの原株転換における制限 

TDRから原株への転換は原株の方

が低価格の場合可能 

原株からTDRへの転換は不可 

台湾におけるTDR流通量の限定 

TDR発行は原株の1-20%程度にす

ぎず、台湾市場での流通量は限定的 

海外投資としてのプレミアム 

東南アジア等の純外資企業について

は、より一般的な海外投資手段とし

て人気化             

(平均プレミアム比率13%） 

TDRプレミアム比率の分布状況（2013Q3） 

出所：公開資料に基づき、NRI作成 

• 神州數碼（香港） 

• 新焦点自動車（香港） 

• 大成糖業 （香港） 

• 巨騰（香港） 

• 晨訊科技（香港） 
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アジア市場拡大投資のためのTDR発行 

TDR発行で調達した資金は台湾以外で投資することも可能であり、 
アジアでの投資資金調達先として活用が可能 

Japan 

Greater China 

TWSE 

2008年8月の法律改正で、外国企業が台湾で調達した資金を中国本土へ直接・間接的に投資する際の制限が撤廃された。 

台湾以外に、中華圏、ASEANへの投資資金調達先として台湾市場を活用することが可能。 

TDR発行 

ASEAN、その他市場へ投資 

中国へ
投資 

出所：NRI作成 
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TDR発行の効果 

TDRの発行は、海外での投資資金調達、高プレミアムでの資金調達、 
中華圏での知名度向上、従業員の士気向上などの効果が期待できる 

Capital 
Markets 

TDR発行
の効果 

台湾・アジアでの 
投資資金調達 

中華圏での 
知名度向上 

海外投資としてのブームやTDR

流通上の制限により、原市場の

株価に比べ、TDRの株価が高く

なるTDRプレミアムが発生 

里帰り上場を除くTDR発行企業14

社中11社が原市場より高価格で評

価されており、平均プレミアムは

13% 

規制緩和により、中
国を含めた調達資金
の海外持ち出しは制
限なし 

台湾で投資する資
金については、資金
の現地調達という意
味合い 

金融MOU締結による
QDIIの台湾投資規制

緩和で、中国人からも
投資先として認識 

中国語による情報発
信が増加するため、中
華圏での知名度が
徐々に向上 

上場企業での勤務というステータ
スにより、台湾従業員のロイヤル
ティが向上 

台湾で子会社上場した日系企業の経
験に基づく 

TDRをストックオプションとして付与
可能 

中国籍従業員には一定の制限あり 

出所：TWSE公開資料やNRIインタビュー等に基づき、NRI作成 

調達資金の海外持ち出しは自由化されており、台湾での投資資金調達以外に、海外展開用資金の調達先として利用できる。 

企業によっては20%以上にもなるTDRプレミアムにより、日本よりも好条件で資金調達が実行できる。 

中華圏証券市場の一体化や中国語での情報発信を通じて、台湾現地だけでなく中華圏での知名度が高まる。 

上場により、台湾現地従業員のロイヤルティ向上やストックオプションの売買容易化が期待でき、従業員の士気が高まる。 
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台湾証券取引所の上場基準 

 
ＴＤＲ重複上場（一般企業、科技事業） 

項目 ＴＤＲ重複上場（一般企業） ＴＤＲ重複上場（科技事業） 

上場審査 

・ 審査は2-4週間程度 

・ 上場準備に8-12週後 

・ 台湾経済部工業局、TWSE委託の専門認証機関の認定必要 

・ 審査は2-4週間程度 

・ 上場準備に8-12週後 

数値基準 

会社規模 

下記2条件のうち1つを満たすこと 

・  時価総額は3億NTD以上 

・ 上場2000万単位以上 

及び、下記条件を満たすこと 

・ 株主資本6億NTD以上 

下記２条件のうち１つを満たすこと 

・  時価総額は3億NTD以上 

・ 上場2000万単位以上 

及び下記条件を満たすこと 

・ 株主資本3億NTD以上 

収益基準 

直近のFY１年が累積赤字でないこと 

及び、下記3条件のうち1つを満たすこと 

・ 直近1年の税前利益/自己資本が6%以上 

・ 直近2年の各年度の税前利益/自己資本が3%以上、or平均税前利益/自
己資本が3%以上で、かつ直近１年度は前年度よりよい業績 

・ 直近2年の各年度の税前利益が2億5000万NTD以上 

・ 直近のFY１年が累積赤字でないこと 

事業活動年数 ・ 海外で上場が必要 ・ 海外で上場が必要 

株主数 
・ 国内記名株主数or公開株主数1000人以上 

・  流通株が株式総額の20%以上、或いは1000万単位以上 

・ 国内記名株主数or公開株主数1000人以上 

・  流通株が株式総額の20%以上、或いは1000万株以上 

会計基準 TDRの場合、特に会計基準は規定されていないが、台湾会計士がTW GAAP対して差異の意見と監査報告を提出する必要がある 

幹事証券会社 ・ 主幹事証券会社の推薦 ・ 主幹事証券会社の推薦 

強制（株）集中保管対象 ・ なし ・ なし 

上場コスト（参考） 
・新規上場時：証券取引所審査費30万NTD、証券会社手数料として調達金額の2.5%、コンサルティング費用約800万元 
・年間：5-45万NTD 

出所：台湾証券取引所資料に基づき、NRI作成 
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TDR上場手続き 

 
TDR第二上場の場合、合計3-4ヶ月程度で上場可能 

上場申請の前準備 上場申請後の審査 

・会計士：財務諸表等の監査 

・保管振替機関：預託契約の  

 締結 

・所在地の保管振替機関：保 

 管契約の締結 

・幹事証券会社：引受契約の 

 締結 

・弁護士：法律意見書、検査表 

 の準備 

1-2ヶ月 

ＴＷＳＥ 

内部審査 

中央銀行 

審査・合意 

金管会*への 

申告・許可 

・書類審査→各種審議→上場同意書 

 発行（10営業日） 

・同意書の発行（12営業日） 
・TWSE内部審査と同時に進めること  

 が可能 

約1ヶ月 

承認後の上場準備 

・株式発行についての業務を証券会
社に委託（3ヶ月以内） 

 

* 金管会：金融監督管理委員会 

公開発行 

業務委託 

・この段階までに株式分散を完了 

（3営業日以内） 
 

株式分散表 

送付・検査 

上場申請 

上場 

・（株式公開3日前） 

約1ヶ月 

出所：TWSE公開資料に基づき、NRI作成 

・（12営業日） 



Copyright（C） 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 

連絡先 

野村総合研究所（台湾）有限公司 
目片芽輝   
 
台湾台北市敦化北路168号 10F-F 室 
TEL：＋886-2-2718-7620（Ext.132） 

e-mail：m-mekata@nri.co.jp 

Company web site： http://www.nri.com.tw/jp/index.php 
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