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類別 番号 質問 説明 

資
金
移
動
に
つ
い
て 

１ TDR の交換・流通規範はど

うなっていますか？ 

TDR の保有者は預託機関に対する株式交

換の申請や、保管機関に対する上場地で

の売却委託をすることができます。しか

し、現株の保有者は現株を TDR に転換し

て台湾で売却するのを申請することはで

きません。また預託機関は、交換限度額

内での再発行又は増資による TDR の追

加発行を申請できます。 

上
場
申
請
に
つ
い
て 

１ 台湾企業が台湾に戻って

TDR を発行する場合、旧株

又は新株のみで発行しな

ければならないという制

限がありますか。審査手続

きは時間がかかりすぎて、

価格に影響を及ぼす可能

性がありますか。また、発

行限度額の制限及び信用

取引に関する規定は何で

すか。 

１〃 TDR の発行を申請する前、プライマ

リー市場の法律に基づいて発行された

記名株券が、既に主務官庁に認定され

た証券取引所、又は証券市場のいずれ

かで上場していなければなりません。 

２〃 現行手続きの流れでは、書類受理後

10 営業日以内に主務官庁への届出の受

付手続きが完了でき、迅速な作業をい

たします。 

３〃 TDR の発行単位数は、2000 万単位

以上か、時価総額が 3 億台湾元を下回

らないことが条件です。 

４〃 TDR の発行には、旧株又は新株のい

ずれも使用できます。なお、発行上限

に関する制限はありません。 

５〃 信用取引条件に関しては、台湾で上

場してから 6 ヶ月を経過した者であれ

ば、承認を得た後に信用取引が行えま

す。 

 

２ TDR の上場を申請する際、

上場審査費及び毎年の上

場管理手数料を支払う必

要がありますか。 

１〃当取引所における TDR の上場審査費

は 30 万台湾元ですが、増資による発行

増、あるいは換金売り後に元の発行額内

既に上場している TDR の権利義務に相

当する TDR を再発行する場合、審査費は

免除となります。 

２〃TDR の毎年上場管理手数料は、上場

されている有価証券の単位数によりま

す： 

ⅰ〃5000 万単位以下の場合：10 万単



位ごとに 150 台湾元がかかります（但

し、合計が 5 万台湾元以下の場合は 5

万台湾元とみなされます）。 

ⅱ〃5000 万単位を超え 1 億単位以下

の場合：10 万単位ごとに 100 台湾元

がかかります。 

ⅲ〃1 億単位を超え 2 億単位以下の場

合：10 万単位ごとに 50 台湾元がかか

ります。 

ⅳ〃2 億単位を超え 3 億単位以下の場

合：10 万単位ごとに 25 台湾元がかか

ります。 

ⅴ〃3 億単位を超えた場合：10 万単

位ごとに 12.5 台湾元がかかります。 

なお、一年の上場費用の最高額は 45

万台湾元となります。 

３ TDR の発行・上場を申請す

る者に対し、会社規模及び

収益性に関する制限はど

うなっていますか。 

１〃 会社規模： 

（１） 上場株数：2000 万単位以上、

あるいは時価総額が 3 億台

湾元以上であること。 

（２） 純資産：会計士が監査承認

した直前期の財務報告書に

おける純資産が台湾元に換

算すると 6 億以上あること。 

２〃 収益性： 

直近の会計年度における税引前純

利益は黒字で、繰越損失がないこと

が条件となります。その上、下記の

基準のいずれかを満たす者： 

（１）直近の 1 年度の税引前純利益

／純資産の比率は 6％以上である。 

（２）直近の 2 年度の税引前純利益

／純資産の比率は 3％以上、あるい

は帄均が 3％以上に達していて、か

つ直近の1 会計年度の収益力が前年

度より良い。 

（３）直近の 2 年度の税引前純利益

の累計額が 2 億 5000 万台湾元以上

である。 

４ TDR の発行・上場を申請す

る者に対し、主務官庁認定

の証券取引所又は株式市

場は何ですか。また、上場

資格に、前記の証券取引所

１〃政府が認定した証券取引所又は株式

市場は下記の通り：①NYSE ユーロネク

スト（米国）②アメリカン証券取引所（米

国）③ナスダック市場（米国）④ロンド

ン証券取引所（英国）⑤ドイツ取引所（ド



又は株式市場にて上場を

果たしていることが含ま

れていますか。 

イツ）⑥イタリア証券取引所（イタリア、

2007 年 6 月にロンドン証券取引所に買収

された）⑦トロント取引所（カナダ）⑧

オーストラリア証券取引所（オーストラ

リア）⑨東京証券取引所（日本）⑩大阪

証券取引所（日本）⑪シンガポール取引

所（シンガポール）⑫マレーシア取引所

（マレーシア）⑬タイ証券取引所（タイ）

⑭ヨハネスブルク証券取引所（南アフリ

カ）⑮香港取引所（香港）⑯韓国取引所

（韓国）。合計 16 の証券取引所。 

２〃上記の 1 に掲げる 16 の証券取引所又

は証券市場のいずれかに上場を果たして

から、TDR の発行・上場を申請すること

ができます。 

５ TDR の申請書類に添付す

る外国発行者の財務報告

書に関する規定はどうな

っていますか。 

1・外国発行者は会計士の監査承認を経た

直近 3 年の会計年度の財務報告書を提

出する必要があります。但し、申請日

又は審査期間中に当会計年度が 8 ヶ月

を越えた場合、会計士の監査承認、あ

るいはレビューを経た上半期財務報

告書（外国発行者の属する国における

法令で定める様式で作成することが

できます。なお、中華民国の会計基準

と外国発行者の属する国における会

計基準との相違点及び財務諸表に及

ぼす影響について、中華民国会計士に

意見を受け、注記してもらう必要があ

ります）を提出しなければなりませ

ん。 

2、原則として、会計士の監査承認を経た

直近の 3 年の会計年度の財務報告書に関

しては、合計 2 通（計 3 会計年度）の財

務報告書を提出すれば良いです。例えば、

2008 年に上場申請を行う場合、2006 会計

年度（2006、2005 両会計年度の対照を含

む）及び 2007 年会計年度（2007、2006

両会計年度の対照を含む）の財務報告書

を添付しなければなりません。なお、会

計士の監査承認を経た申請前第 3 会計年



度の財務報告書は、取引所の審査におい

て必要であれば、別途で提出する必要が

あります。 

３〃申請年度の上半期財務報告書は、会

計士の監査承認又はレビューを経ていな

ければなりません。但し、前会計年度と

対照する財務報告の部分だけに関して

は、中華民国内追補公開発行案件の関連

書類を参照しながら作成すれば良いで

す。なお、その場合は必ず会計士の監査

承認、あるいはレビューがまだ経ていな

いことを明記しなければなりません。 

６ TDR の発行を申請する際、

外国財務報告に適用され

ている会計基準と中華民

国における会計基準の相

違点及び財務報告に及ぼ

す影響については、中華民

国会計士に意見を受けな

ければなりませんが、どの

ように行えばいいですか。 

外国発行者の TDR の上場申請について

は、主管当局が「台湾預託証券（TDR）

を募集・発行する外国企業財務報告の確

認要項」を定めております。それに準拠

し、TDR の発行を申請する際、委託され

た中華民国会計士は外国財務報告に適用

されている会計基準と本国の会計基準と

の相違について意見を表明する時、上記

の要項に基づいて確認手続きを行い、そ

の上再確認報告書を提出しなければなり

ません。 

７ TDR 申請で提出する資料

（例：資金貸与、裏書保証

及び資金用途）は、グルー

プ企業を連結したものと

して作成しても良いです

か。 

個別会社(グループ傘下会社を含む)に対

する資金貸与及び裏書保証金額を明らか

にしなければなりません。また、個別の

子会社の実際の資金用途も明らかにする

と共に、ケースごとに裁量されます。 

８ TDR 上場では、グリーンシ

ューオプションが採用で

きますか。 

TDR の上場は IPO 案件ではないため、申

請時にグリーンシューオプションの限度

額を確認することができません。そのた

め、預託に関する手続きを妨げる恐れが

出てくるかもしれませんので、当面は採

用いたしません。 

９ TDR の引受価格は、現物株

式の価格より高くても良

いですか。 

引受価格は預託機関及び幹事証券会社が

制定し、また市場に受け入れられる価格

幅に基づいて対外的に公開売出しされま

す。 

１０ 海外上場企業が初めて台 海外上場企業が台湾で初めて TDR を発



湾で TDR の発行を申請す

る際、同時に転換社債の発

行を申請することはでき

ますか。 

行・上場する際、同時に転換社債の発行

を申請することは原則として認められて

おります。それは、TDR の上場企業が転

換社債の発行を申請することは実質上、

海外上場企業が初めて台湾で TDR の発

行を申請することと同等ですから。 

１１ 申請する際、外国発行者の

名前、国籍、主要取引所の

所在地などに関する証明

書類を添付しなければな

りませんが、申請会社は所

在地での登録証明だけを

提出すれば良いですか。該

当書類の真実性及び該当

会社の存在性をどういう

ふうに確かめますか。 

公文書は中華民国の外交部海外代表処又

は弁事処に認証をもらう必要がありま

す。その他の資料は第三者の認証機関に

認証をもらえば良いです。 



１ TDR の情報開示に係わる

規定はどうなっています

か。 

１〃重大事項の公表・申告については、

当取引所の「有価証券上場会社の重要事

実に対する確認及び公表の処理手順」を

参照してください： 

（１） 外国発行者が前記の処理手順の

第 2 条に定める事情に該当する

場合（例：外国発行者が自ら株主

権、もしくは株価に関する重大影

響を発表する場合・・・）、それ

は外国発行者の本国あるいは上

場地の国家法令規定に当たる者

であれば、定められた期間内に同

時にそれらの重要事実を中国語

で当取引所のウェブサイトに公

表する必要があります。 

上記の事情に当たらない者は、原

則として、事実発生日あるいはメ

ディア報道日から 1 営業日の取

引時刻が始まる前に公表すべき

です。 

（２） 外国発行者が前記の処理手順に

違反する者、または不確かな情報

を流す者、あるいは開示資料の内

容が事実とかけ離れている者、そ

れらは株主権又は株価に重大な

影響を及ぼす者であると取引所

に認定される場合、最高 100 万台

湾元の違約金を支払わなければ

なりません。事情が重大である場

合、取引所は営業準則により、従

来上場されている有価証券の取

引方法を変更、あるいは売買を停

止いたします。 

２〃その他の情報開示については、当取

引所の「有価証券の上場会社及び海外

ETF（海外指数連動型上場投資信託）の

上場資金運用機関の情報公表・申告方法」

に定めてあります。申告項目は適切開示

（例：財務報告並びに法人取締役、監査

役及び持株が 10％以上の大株主情報な



ど）、及び適時開示(利益配当及び株主総

会の招集など)があります。 



２ TDR の換金売り後に、元の

発行額内での再発行に関

わる規定はどうなってい

ますか。 

１〃 増資による TDR の発行は、新株、

旧株、或いは新・旧株の併用、上記の 3

種類の発行パターンがあります。発行

した後に元の発行額内で預託機関にて

再発行した者は、直接当取引所にて上

場の申請をすることができます。主管

機関への発効申請は必要ではありませ

ん。 

２〃 元の発行額内で増資による発行し

た株式の種類（旧株、新株、新旧株の

併用）は、初めて発行・表章した株式

種類と一致しなくても良いです。 

３ 財務報告書及びアニュア

ル・レポートの作成・公表

に関する規定は何ですか。 

１〃 主務官庁の行政院金融監督管理委

員会の「外国発行者による有価証券

の募集と発行時公布すべき事項及び

金融監督管理委員会への申告すべき

事項一覧」により、（１）年度財務報

告書は外国の発行者の属する国又は

上場地の法令規定に従って作成しま

す。なお、毎事業年度終了後６ヶ月

以内に公表・申告しなければなりま

せん。（２）半年ごとの財務報告書、

及び第１、３四半期の財務報告書は、

外国の発行者の属する国又は上場地

における法令規定に従い、作成しま

す（３）アニュアル・レポートは、

外国の発行者に属する国又は上場地

における法令規定に従い、公表・申

告しなければなりません。なお、そ

の発表期限は主務官庁、証券取引所、

あるいは上場市場に予め申告するこ

と。それから、株主総会後の二十日

以内に、アニュアル・レポートを電

子ファイルで開示すること。 

２〃 財務報告書の作成は、外国発行者の

属する国又は上場地における法令規

定に基づいて行います。但し、TDR

の発行者がプライマリー市場におけ

る規定に基づいて、定められた期限

に財務報告を開示する場合、あるい



は自主的に財務報告を開示する場合

には、同時に公開情報観測ポストに

て中国語及び英語の財務報告を開示

しなければなりません。なお、中華

民国の会計基準、アメリカの会計基

準、又は国際会計基準により作成し

なかった場合は、開示すると同時に

両会計基準間の差異について、行政

院金融監督管理委員会に認可され

た、企業の財務報告の監査承認及び

開示・発行のできる中華民国会計士

二名に意見を受け、再確認書を提出

しなければなりません。開示時、当

地の規定に従って開示するのか、あ

るいは自ら開示するのかを説明しな

ければなりません。なお、当地の会

計士の監査、又はレビューを経たか

どうか、どんな会計基準を採用して

いるか、中華民国における会計基準

との差異を明記するかどうかについ

ても説明しなければなりません。 



上
場
後
に
つ
い
て 

４ 外国企業の発行した TDR

がもし発行済株式総数に

対する割合が 50％以上を

超え、しかもプライマリー

市場はその株式の上場を

廃止しなかった場合に関

しては、中華民国における

情報開示並びに管理・監督

体制はどうなっています

か。 

１〃 上場地における法令規定に違反し

ないことを前提として、その情報開

示並びに管理・監督体制は中華民国

におけるプライマリー市場の規定に

準拠すること。 

２〃 但し、まだプライマリー市場に上場

している外国企業は当地の取引所及

び証券主管機関の規定に従わなけれ

ばなりませんので、この場合はもし

中華民国のプライマリー市場におけ

る情報開示及び管理・監督体制にも

従わせようと要求すれば、両市場の

管理・監督に関する規制が違うため、

相違が生じかねません。よって、当

取引所は当該企業の TDR の発行量

に対し、コントロール及び管理（ス

ポンサー付き TDR もスポンサーな

し TDR も含む）を行い、さらに TDR

の発行者に承諾書の提出を要求しま

す。もし発行した TDR が発行済株式

総数に対する割合が 50％以上を超

えた場合には、プライマリー上場に

関連する規定に従わなければなりま

せん。そうでないと、当該企業のTDR

の発行が発行済株式総数に対する割

合が 50％以上であることを承認い

たしません。 



そ
の
他 

１ 台湾の TDR 市場の活性化

を図るために、その方向性

とは何ですか。 

台湾取引所は 2006 年に TDR の信用取引

を解禁いたしました。市場を活性化させ

るのに、プラスに働いていると思われま

す。これからも法令規定の改正について

研究、提案し続け、コスト及び利益を考

量しながら、情報申告システムの内容及

び形式の改善に努めております。なお、

TDR の発行者に完全かつ適時な情報開示

を奨励することで、投資者が市場につい

てもっと理解でき、市場の受け入れ度を

高めることにも繋ぎます。また、積極的

に TDR の発行会社と協力し、投資者と良

好な関係を保つことに努めております。 

２ TDR は、外国の発行者が発

行する従業員に対するス

トックオプション（新株予

約権）の契約履行対象とす

ることができますか。 

原則として、TDR を外国の発行者が発行

する従業員に対するストックオプション

（新株予約権）の契約履行対象とするこ

とができます。従業員に対するストック

オプション（新株予約権）の発行及び購

入・取得方法は、現地国における規定に

準拠しますが、その方法が株主権利にど

う影響するかを注意しなければなりませ

ん。 

 


