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アジア上場 第５回 韓国証券市場
KPMG 韓国　ソウル事務所　

パートナー  李　学律 （監修）

シニアマネジャー  藤原　良介

近年、アジアにおける事業展開に際しての知名度の向上、あるいはアジア地域
で増加している資本へのアクセス等を目的として、アジア証券市場において資
金調達を行う事例が増加しています。このような背景のもと、日本企業による
アジア証券市場における資金調達という観点から、シンガポール、中国、台湾、
香港における主要論点を連載してきましたが、第 5 回目では韓国証券市場を特
集します。
本稿では、韓国証券市場の特徴、上場審査およびその準備事項、上場後の規制
等について解説いたします。
なお、文中意見に関する部分は筆者の私見であることをお断りしておきます。

 

【ポイント】
◦  韓国証券市場は中規模および大型優良企業中心の有価証券市場と中小ベン

チャーおよび成長企業向けのコスダック市場に分かれている。
◦  外国企業のための事前相談制度等を設けるなど韓国取引所は外国企業誘致

に積極的である。
◦  韓国証券市場は現在日系企業が２社上場している。
◦  上場準備期間は半年から1年程度、上場審査は1ヵ月から3ヵ月程度で実

施されるため、上場までスピーディーに進めることが可能である。
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Ⅰ 韓国証券市場について

1. 市場概況

（1）	韓国の紹介
韓国は日本と同じ東アジアにあり、国土は面積10.2万平方

キロメートル、人口5,095万人、2012年の1人当たりＧＤＰは
22,708ドルであり、ＯＥＣＤ加盟国のひとつです。

1990年代末に発生した通貨危機の際にＩＭＦの管理下に置
かれる非常事態となり、多くの企業が倒産しましたが、政府
主導で過剰負債を抱えた財閥の大幅再編を行った結果、その
後の新興国市場の成長もあり、2000年代後半には韓国企業は
復活を遂げました。特にサムソン電子、現代自動車等の輸出

企業はこの間に巧みなマーケティング戦略等によってグローバ
ル企業へと成長し、海外市場で日本企業の強力なライバルと
なっています。

こうしたグローバル企業の存在に加えて韓国政府による外
国人投資誘致の後押しもあり、日本から韓国への直接投資も
活発で、部品・素材産業を中心に2012年は38.4億ドルの投資
があり、日本は米国を抜いて国別投資額で１位を記録してい 
ます。

このような韓国経済の発展を受け、韓国市場への進出を狙
う企業等が韓国証券市場への上場を検討する事例が増えてき
ています。

本稿では韓国証券市場の概要および上場手続等について解
説いたします。
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（2）	韓国取引所の概要
韓国取引所（以下「KRX」という）は従来の４つの証券金融

市場が1つに統合されて誕生した韓国で唯一の金融市場です。
統合後KRX内では有価証券市場（KOSPI）、コスダック市場

（KOSDAQ）およびデリバティブ市場の３つが置かれています。
このうち株式市場は有価証券市場およびコスダック市場であ
り、それぞれの特徴は図表１のとおりです。

（3）	市場概況
2008年のリーマンショックで株式市場は大きく落ち込んだ

ものの、ウォン安効果で復活した輸出企業の好業績に牽引さ
れる形で、有価証券市場総合指数は2011年5月に2,228ポイン
トの最高値を記録しました。その後米国債の急落、欧州財政
危機等の影響により2011年9月に1,652ポイントまで急落しま
したが、2012年2月に2,000ポイントを回復し、2013年６月現
在まで、世界的な金融緩和等の影響により乱高下はあるもの
の、概ね同水準で推移しています。

（4）	KRXの市場規模
KRXの市場規模は、アジアの中では東京、香港、上海に続

く時価総額の水準となり、アジアにおける中堅規模の市場と
位置付けられます。

有価証券市場およびコスダック市場の各年度末での時価総
額および上場会社数は図表２のとおりです。

2. IPO現況

（1）	IPO実績
KRXのIPO件数は、リーマンショック後落ち込んだものの、

いち早く回復し2010年に98社、2011年に78社を記録しまし
た。しかし韓国国内景気および株式市場の低迷、会計不祥事
に伴う上場審査の厳格化等により2012年は28社と大幅に落ち
込みました。

IPO社数の推移は図表３のとおりです。

（2）	日本企業のIPO実績
日本企業の韓国市場でのIPO実績は図表４のとおりです。 

KRXによる積極的な誘致の結果もあり、2013年5月現在まで3
社が上場に成功しています。

Ⅱ 韓国取引所による上場審査

1. 特徴

KRXの上場審査は迅速に実施されることが最大の特徴であ
り、短期間での上場を目指す会社にとって大きなメリットと
なっています。2010年12月以後規制強化の一環で審査期間が
長期化したものの実務上３ヵ月程度となっています。

また外国企業の上場を積極的に進めるためには、企業と取
引所とのコミュニケーションの場を用意することが重要と考
え、外国企業のための「事前協議制度」および「Pre-事前協議
制度」が設けられています。外国企業はこの制度を利用して、

図表４　日本企業の韓国市場でのIPO実績

会社名 市場 業種 上場年月 備考

ネプロＩＴ コスダック市場 ＩＴ 2009年	
4月

2011年	
9月上場	
廃止

SBIモーゲージ 有価証券市場 金融 2012年	
4月 -

SBI	AXES コスダック市場 金融 2012年	
12月 -

図表１　株式市場の特徴

有価証券市場 コスダック市場

開設年度 1956 年 1996 年

上場企業
の特性

中規模および大規模
型優良企業

中小ベンチャーおよび
成長企業

図表３　IPO社数の推移

2010 年 2011 年 2012 年

有価証券市場 22 21 7

コスダック市場 76 57 21

合計 98 78 28

（参考）日本市場 22 37 48

図表２　	有価証券市場およびコスダック市場の各年度末
での時価総額および上場会社数

■	有価証券市場の規模

2010 年 2011 年 2012 年

時価総額（兆ウォン） 1,134 1,042 1,154

上場会社数 776 789 781

■	コスダック市場の規模

2010 年 2011 年 2012 年

時価総額（兆ウォン） 96 106 109

上場会社数 1,028 1,031 1,004
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図表５　外形的要件（有価証券市場）

項目 要件

設立後の経過年数
■	3年以上
■	ただし合併などの場合には実質的な営業期間を考慮する

企業規模
■	下記の1つを充足すること
	 ①	自己資本（非支配持分は除く）100億ウォン以上	
	 ②	基準時価総額200億ウォン以上	

上場株式数 ■	上場予定の普通株式総数100万株以上

少額株主の所有株式数

■	下記の1つを充足すること
	 ①	少額株主所有比率が25%以上	
	 ②	公募株式数が25%	以上	
	 ③		自己資本500億ウォン以上の法人は10%以上を公募し、自己資本によって一定規模以上の株式を

発行	
	 	 	-	自己資本（時価総額）	500 ～1,000億ウォン（1,000 ～ 2,000億ウォン）	:	100万株以上	
	 	 	-	自己資本（時価総額）	1,000 ～ 2,500億ウォン（2,000 ～ 5,000億ウォン）	:	200万株以上	
	 	 	-	自己資本（時価総額）	2,500億ウォン（5,000億ウォン）以上	:	500万株以上
	 ④	国内外同時公募法人は公募株式数の10%以上かつ国内公募株式数100万株以上

少額株主の数 ■	1,000名以上（議決権株基準）

義務公募 ■	上場予備審査請求後5%以上かつ10億ウォン以上が公募

譲渡制限 ■	発行株券に対する譲渡制限がないこと

売上高および	
当期純利益等

■	直近3事業年度売上高が平均200億ウォン以上かつ直前事業年度売上高300億ウォン以上	
■	直前事業年度に営業利益、税引前継続事業利益および当期純利益をそれぞれ計上していること
■	上記に加え次のいずれかを充足すること
	 ①	ROE:直近3事業年度合計が10％以上かつ直前事業年度が5%以上	
	 ②	当期純利益:	直近3事業年度合計が50億ウォン以上かつ直前事業年度25億ウォン以上	
	 ③		自己資本1千億ウォン以上法人の場合、直前事業年度ROE3%または当期純利益額50億ウォン以

上かつ営業キャッシュ・フローがプラスであること

売上高および	
時価総額

■	直前売上高が500億ウォン以上
■	時価総額が1,000億ウォン以上

売上高、基準	
時価総額および	
営業キャッシュ・	
フロー

■	直前売上高が700億ウォン以上	
■	時価総額が500億ウォン以上	
■	直前事業年度の営業キャッシュ・フローが20億ウォン以上

監査意見
■	直近3事業年度に対する適正意見
■	ただし直前以外の2事業年度については限定意見も可（監査範囲制限による限定意見を除く）

合併等がある場合

■	合併等がある場合、当該事業年度の決算財務諸表で確定
	 -		合併などの期日から事業年度末まで営業期間が3ヵ月未満である場合、次の事業年度の半期財務諸
表で確定（半期財務諸表に対する監査人の監査報告書が必要）

	 			ただし、外国企業の場合、財務的効果等を検証するか確認することができる財務関連書類	
（Pro-Forma財務諸表）の提出時に、合併が発生した当該年度に上場予備審査請求が可能	

最大株主の変更制限 ■	上場予備審査請求日以前1年間において最大株主の変更がないこと

社外取締役

■	取締役総数の4分の1以上を社外取締役として選任
■		直前事業年度末の資産合計が2兆ウォン以上の法人は社外取締役を3人以上かつ取締役総数の過半数
以上選任すること

■	ただし3年以上他国市場で上場している外国法人の場合、当該外国証券市場の基準に従うことも可能

常勤監査役

■	直前事業年度末の総資産合計1,000億ウォン以上である法人は常勤監査役1名以上を選任
■		直前事業年度末の資産合計が2兆ウォン以上である場合、監査委員会を設置（3分の2以上は社外取締
役で構成）

■	ただし3年以上他国市場で上場している外国法人の場合、当該外国証券市場の基準に従うことも可能

経
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（2）	韓国取引所の概要
韓国取引所（以下「KRX」という）は従来の４つの証券金融

市場が1つに統合されて誕生した韓国で唯一の金融市場です。
統合後KRX内では有価証券市場（KOSPI）、コスダック市場

（KOSDAQ）およびデリバティブ市場の３つが置かれています。
このうち株式市場は有価証券市場およびコスダック市場であ
り、それぞれの特徴は図表１のとおりです。

（3）	市場概況
2008年のリーマンショックで株式市場は大きく落ち込んだ

ものの、ウォン安効果で復活した輸出企業の好業績に牽引さ
れる形で、有価証券市場総合指数は2011年5月に2,228ポイン
トの最高値を記録しました。その後米国債の急落、欧州財政
危機等の影響により2011年9月に1,652ポイントまで急落しま
したが、2012年2月に2,000ポイントを回復し、2013年６月現
在まで、世界的な金融緩和等の影響により乱高下はあるもの
の、概ね同水準で推移しています。

（4）	KRXの市場規模
KRXの市場規模は、アジアの中では東京、香港、上海に続

く時価総額の水準となり、アジアにおける中堅規模の市場と
位置付けられます。

有価証券市場およびコスダック市場の各年度末での時価総
額および上場会社数は図表２のとおりです。

2. IPO現況

（1）	IPO実績
KRXのIPO件数は、リーマンショック後落ち込んだものの、

いち早く回復し2010年に98社、2011年に78社を記録しまし
た。しかし韓国国内景気および株式市場の低迷、会計不祥事
に伴う上場審査の厳格化等により2012年は28社と大幅に落ち
込みました。

IPO社数の推移は図表３のとおりです。

（2）	日本企業のIPO実績
日本企業の韓国市場でのIPO実績は図表４のとおりです。 

KRXによる積極的な誘致の結果もあり、2013年5月現在まで3
社が上場に成功しています。

Ⅱ 韓国取引所による上場審査

1. 特徴

KRXの上場審査は迅速に実施されることが最大の特徴であ
り、短期間での上場を目指す会社にとって大きなメリットと
なっています。2010年12月以後規制強化の一環で審査期間が
長期化したものの実務上３ヵ月程度となっています。

また外国企業の上場を積極的に進めるためには、企業と取
引所とのコミュニケーションの場を用意することが重要と考
え、外国企業のための「事前協議制度」および「Pre-事前協議
制度」が設けられています。外国企業はこの制度を利用して、
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上場審査以前であっても取引所と直接意見の交換や様々な相
談を行うことができるように配慮されています。

上場審査では経営成績や株式流動性について外形的要件を
満たしているかどうかに加え、企業の持続的な成長性はある
か、上場企業としてふさわしいコーポレートガバナンスや開示
体制が備わっているか等の投資家保護の観点から、質的な点
についても審査が実施されます。

2. 上場要件（外形要件）

KRX上場を検討する場合、中大型優良企業を中心とする
有価証券市場と中小ベンチャーおよび成長企業に適するコス
ダック市場から選択することになり、企業別の特性に合わせて
売上高、時価総額、キャッシュ・フロー等を考慮して市場を

決定することになります。
有価証券市場とコスダック市場の上場要件は、図表５（外形

的要件　有価証券市場）、図表６（外形的要件　コスダック市
場）、図表７（質的要件　有価証券市場およびコスダック市場
共通）のとおりです。韓国国内に子会社や支店を設置すること
および韓国国籍者を会社取締役に選任することを条件として
いない等、他国市場より上場要件は比較的緩やかといえます。

図表６　外形的要件（コスダック市場）

項目 要件

設立後の経過年数
■	3 年以上
■	ただし合併などの場合には実質的な営業期間を考慮する

企業規模
下記の１つを充足すること	
①	自己資本（非支配持分は除く）30 億ウォン以上	
②	基準時価総額 90 億ウォン以上	

株式分散
（いずれか選択）

■	募集上場（選択）
1.	少額株主 500 名以上で、下記の要件の１つを充足
	 -	審査請求日現在、少額株主持分が25%以上である場合	
	 	 →	請求後 5%（10 億ウォン）以上募集
	 -	審査請求日現在、少額株主持分が25%未満である場合	
	 	 →	請求後10%以上募集し、上場請求日現在において少額株主持分が25%以上であること
2.	少額株主 500 名以上かつ持分10%以上で、下記の要件の１つを充足
	 少額株主 500 名以上かつ審査請求後の募集持分が10%以上で、上場予備審査請求日現在
	 -	自己資本（時価総額）	500 ～1,000 億ウォン（1,000 ～ 2,000 億ウォン）	:	100万株以上	
	 -	自己資本（時価総額）	1,000 ～ 2,500 億ウォン（2,000 ～ 5,000 億ウォン）	:	200万株以上	
	 -	自己資本（時価総額）	2,500 億ウォン（5,000 億ウォン）以上	:	500万株以上
3.	自己資本 500 億ウォン/ 時価総額1,000 億ウォン以上の法人の場合	:	
	 少額株主 500 名以上かつ審査請求後の募集持分が10%以上で、
	 -	自己資本（時価総額）	500 ～1,000 億ウォン（1,000 ～ 2,000 億ウォン）	:	100万株以上	
	 -	自己資本（時価総額）	1,000 ～ 2,500 億ウォン（2,000 ～ 5,000 億ウォン）	:	200万株以上	
	 -	自己資本（時価総額）	2,500 億ウォン（5,000 億ウォン）以上	:	500万株以上
4.	公募 25%以上かつ少額株主 500 名以上
5.	海外上場外国企業かつ公募 30万株以上かつ少額株主 500 名以上
■	既分散直上場（募集なしに上場）
	 ※		直上場対象	:	審査請求日現在、少額株主が 500 名以上であり、その少額株主が募集によって所有した持

分が25%以上（10%以上で自己資本規模別に一定株式数以上である場合を含む）である場合

資本状態 債務超過ではないことおよび持株会社の場合は主要子会社が債務超過ではないこと

経営成果 税引前継続事業利益の実現

利益規模	
（いずれか選択）

1.	直前ROE	10%
2.	直前当期純利益	20 億ウォン
3.	直前売上高100 億ウォンおよび基準時価総額	300 億ウォン以上
4.		直近事業年度の売上高 50 億ウォン以上かつ直前事業年度対比で 20％以上増加（外国持株会社の場合は該
当しない）

合併等がある
場合

合併等がある場合、当該事業年度の決算財務諸表で確定
	 -	 	合併等の期日から事業年度末まで営業期間が3ヵ月未満である場合、次の事業年度の半期財務諸表で確定
（半期財務諸表に対する監査人の監査報告書が必要）	

	 	 	ただし、外国企業の場合、財務的効果等を検証するか確認することができる財務関連書類	
（Pro-Forma 財務諸表）の提出時に合併が発生した当該年度に上場予備審査請求が可能	

株式の
譲渡制限

定款等に株式の譲渡制限がないこと
ただし、他の法令によって制限される場合で、株式市場での売買取引を阻害しないと認められる場合には例外を
認める

社外取締役
取締役総数の 4分の1以上を社外取締役で選任
直前事業年度末の資産合計が2兆ウォン以上である法人は社外取締役 3人以上かつ取締役総数の過半数以上
ただし、3年以上の海外上場外国法人である場合、本国および当該証券市場の基準の考慮が可能

常勤監査役
直前事業年度末の資産合計が1,000 億ウォン以上である法人は、常勤監査役1名以上
直前事業年度末の資産合計が2兆ウォン以上である場合、監査委員会選任（3分の 2 以上は社外取締役で構成）
ただし、3年以上の海外上場外国法人である場合、本国および当該証券市場の基準の考慮が可能

監査意見 直前事業年度に適正意見（ただし実務上は直前事業年度を含む３事業年度）
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上場審査以前であっても取引所と直接意見の交換や様々な相
談を行うことができるように配慮されています。

上場審査では経営成績や株式流動性について外形的要件を
満たしているかどうかに加え、企業の持続的な成長性はある
か、上場企業としてふさわしいコーポレートガバナンスや開示
体制が備わっているか等の投資家保護の観点から、質的な点
についても審査が実施されます。

2. 上場要件（外形要件）

KRX上場を検討する場合、中大型優良企業を中心とする
有価証券市場と中小ベンチャーおよび成長企業に適するコス
ダック市場から選択することになり、企業別の特性に合わせて
売上高、時価総額、キャッシュ・フロー等を考慮して市場を

決定することになります。
有価証券市場とコスダック市場の上場要件は、図表５（外形

的要件　有価証券市場）、図表６（外形的要件　コスダック市
場）、図表７（質的要件　有価証券市場およびコスダック市場
共通）のとおりです。韓国国内に子会社や支店を設置すること
および韓国国籍者を会社取締役に選任することを条件として
いない等、他国市場より上場要件は比較的緩やかといえます。

図表８　上場手続とスケジュール

主幹事会社
主幹事契約

予備調査

韓国取引所
上場予備審査
請求書の事前提出

上場申請、売買開始 第22週目
第1週目

最短で5～6ヵ月から1年程度を所要

審査承認

Kick-off Meeting/ 本調査

第16週目

金融監督院
公示監督局

効力発生 訂正申告書の提出 第20週目

出典：サムソン証券

第19週目

IR ／需要予測 第20週目

証券申告書の提出 申込／納入 第21週目第17週目

図表７　質的要件（有価証券市場およびコスダック市場共通）

項目 要件

企業の継続性
■	安定性：営業の安定性／財務安定性／営業活動期間
■	成長性：産業の成長周期／売上品目および売上先の多角化／継続的な研究開発
■	収益性：収益創出能力／資産の効率的活用／継続的な収益発生の可能性

経営の透明性
■	企業支配構造：最大株主／経営陣／社外取締役／常勤監査役および監査委員会
■	内部統制システム：内部会計管理制度および内部統制システム／特殊関係人との取引
■	会計透明性：会計システムの構築／外部監査人の監査意見

投資家保護
■	開示透明性：開示専担人員／開示専担組織
■	少額株主保護：少額株主の権利行使／保護預かり
■	流動性および証券市場の健全性：少額株主の分散要件／流動性の確保



6

経営トピック①

KPMG Insight  Vol. 1 / Jul. 2013

© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ⅲ 上場プロセス

1. 上場手続概要

上場手続とスケジュールをまとめると図表８のとおりとなり
ます。手続には最短で5 〜 6 ヵ月から1年を要します。

2. 具体的な準備事項

主幹事証券会社、法律事務所および会計事務所等の上場
に関連するアドバイザーを決定し、具体的な準備活動に入り 
ます。

（1）	主幹事証券会社によるデューデリジェンス
デューデリジェンスは主幹事証券会社が会社の全般的理解

を深めて、外形的にも質的な観点からも会社が上場審査要件
を充足できるように、事前に問題点を把握し改善するために
実施されます。企業規模にもより異なりますが通常１週間程度
で、主に会社代表者、営業、開発、財務等の部門責任者への
インタビューや社内資料の閲覧等の手続により実施されます。

（2）	弁護士による法律事項の検討
韓国市場の投資家保護のために日本の会社法および韓国の

商法の法律差異から生じる問題点について事前に検討する必
要があります。投資家に不利となる差異が生じている場合、
上場前に株主総会を開催して会社の定款を変更しておく必要
があります。

なお、この際に、弁護士の法律検討意見書を入手し、上場
予備審査請求時の書類として提出することになります。

（3）	外部監査人による会計監査
韓国では2011年1月1日以後開始する事業年度より、すべて

の上場企業について国際財務報告基準（以下「IFRS」という）
による連結財務諸表の作成が義務化されているため、外国企
業も上場準備段階においてもIFRSを適用して連結財務諸表を
作成して、外部監査人による会計監査を受けることが必要と
なります。

前述のとおり有価証券市場およびコスダック市場ともに、実
務上直前事業年度を含む３事業年度について外部監査人によ
る監査意見が必要とされています。

外国企業の場合は、世界的な大手４大会計事務所の監査を
受けることが必要とされています。この場合必ずしも韓国内
の会計事務所ではなく、外国の会計事務所も認められるため、
日本の監査法人による監査も認められます。なお、遡及監査
が認められており、一時に複数事業年度分を監査することが
可能なため上場準備期間の短縮が可能となります。

（4）	内部管理会計制度
上場会社は内部会計管理体制（いわゆるK-SOXであり、US-

SOXおよびJ-SOXと類似の制度）を適切に構築して運用する
ことが要求されおり、上場申請会社も同様の内容が要求され 
ます。

したがって、上場予備審査請求書の提出時に、内部会計管
理制度に関連する以下の書類の提出を求められます。

①		内部会計管理規定およびこれを管理、運営する組織に関する	
事項

②		内部会計管理者（内部会計管理制度の管理、運営を担当する常
勤役員）が取締役会および監査委員会（または監査役）に報告
した上場予備審査請求前3ヵ月以上の期間における内部会計管
理者の運営実態の報告書

③		②の書類に対して監査委員会が評価し、取締役会に報告した
内容

④		②の書類に対する外部監査人の検討意見（レビュー意見）

（5）	上場予備審査請求書の作成
ＫＲＸの上場審査にあたっては韓国語で作成した予備審査

請求書を提出する必要があります。なお、これらの書類準備
を行う場合は実務上主幹事証券会社や上場準備のアドバイザ

図表９　予備審査請求書

提出書類 備考

上場予備審査請求書本文（韓国語） –

直前３事業年度の財務諸表および外部監査
人の監査報告書 –

当該事業年度の半期財務諸表および外部監
査人の検討報告書

半期終了後、	
45日経過時

継続保有義務者の株式などに対し、上場斡
旋人との間で締結した継続保有の確約書 –

上場代理人の選任契約書のコピー ２通提出

外国証券取引所の上場事実証明書 該当する場合

外国証券取引所の直近1年間の株式流通状
況の証明書 該当する場合

弁護士の法律検討意見書	 ２通提出

外国株式預託証券に対する預託契約書 2部 該当する場合、	
２通提出

内部会計管理制度の運営報告書 –

内部会計管理規定	 –

内部会計管理者が報告した内部会計管理制
度の運営実態報告書 –

内部会計管理者の報告書に対する監査役の
評価報告書 –

内部会計管理者の報告書に対する外部監査
人の検討意見 –

上場予備審査請求書に対する監査人の外部
確認書面 –
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リーを行うコンサルティング会社や会計事務所に委託すること
が一般的です。提出書類は図表９のとおりです。

（6）	企業開示の準備
前述のように外国企業が上場する場合、韓国に支店や現地

法人を設置する義務や韓国籍者を取締役に選任する義務はな
いものの、KRXと外国本社との間に入って開示実務をサポー
トするために韓国において開示を補助する者等を選任する必
要があります。

規定上外国上場企業は韓国に「開示代理人」を選定するとと
もに、本社に「開示担当者」を指定する義務があります。「開
示代理人」は韓国内の支店および現地法人などが存在する場合
はこれを活用し、存在しない場合は外部の会計事務所や法律
事務所に委託することも可能です。

Ⅳ 上場以降の開示規制
　　　- 財務諸表の開示と監査制度等

1. IFRSへの対応

前述のように IFRSを適用して連結財務諸表を開示すること
が必要になります。

2. 上場後の開示と財務諸表監査

すべての上場会社は事業年度末終了後90日以内に事業報告
書を開示しなければならず、また四半期末終了後45日以内に
四半期報告書を開示する必要があります。事業報告書および
四半期報告書の開示にあたっては外部監査人の監査またはレ
ビューを受けることが義務付けられています。

なお、直前事業年度末総資産額が5,000億ウォン未満の会社
の場合、四半期に限って外部監査人によるレビューが免除さ
れています。

3. 内部会計管理制度

上場後も内部会計管理制度については、引き続き適切な運
用が求められ、毎年外部監査人のレビューを受けて、レビュー
意見を入手しなければなりません。
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