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■中国の 10 産業支援策：旧正月明けにも自動車・

鉄鋼救済措置を発表へ

■香港 IPO 市場：今年はやや改善傾向か、35 社に

よる総額 700 億 HK ドルの調達を予想

■ H 株銀行銘柄：バンカメと李嘉誠氏による相次ぐ

売却で大幅安、他株主の追随懸念も
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中国の 10 産業支援策：旧正月明けにも自動車・鉄鋼救済措

置を発表へ 

中国の温家宝・首相はこのほど、業

況悪化に見舞われている主要 10 産業

の支援策を打ち出す方針を明らかにし

た。うち自動車と鉄鋼についてはすで

に計画の策定を終えており、旧正月休

暇明けにも先頭を切って、両セクター

の支援策が発表される見通し。5 日の

香港市場では支援策に関する情報を受

け、自動車、鉄鋼銘柄が軒並み急騰す

る展開となった。

温首相は 10 業種支援策に関する詳

細には触れていないが、国家発展改革

委員会が先月中旬に示した「9 大産業

振興策」は鉄鋼、非鉄、自動車、造船、

石油化学、軽工業、紡織、装置製造、

IT が対象業種とされていた。

◆自動車：購入税減免などで 10％

成長維持へ

『上海証券報』の報道によると、こ

のうち自動車支援策については 10％

前後の成長維持を目標に、多くの救

済措置が盛り込まれる見通し。具体

的には自動車購入税の減免、自動車

金融の促進、エコカー利用の奨励、

自動車業界の再編加速などが予想さ

れるという。

中国ではこのところ、新車販売が急

速に落ち込んでおり、中国汽車工業協

会の最新統計によると、11 月は前年

同月比 15％減の 68 万 5100 台（うち

乗用車は同 10％減の 52 万 2800 台）。

1 － 11 月では前年同期比 9％増の 862

万 9800 台と、前年同期の伸び率を 14

ポイント余り下回った。『香港経済日

報』によれば、シティグループは新車

販売が今年、さらに鈍化するとの見方

であり、「2008 年に前年比 7％の伸び

にとどまった後、今年は同 5％に減速

する」と予測している。

実際、中国政府が救済策を急ぐの

は、自動車市況の一段の後退が見込

まれるため。売れ行きの低迷を理由

に、「支援策効果による自動車銘柄の

反発局面はそう長くは続かない」と

の慎重な見方も出ている。DBS ビッ

カーズ証券の黎永良・取締役は「自

動車セクターは一連の内需刺激策に

よる恩恵も期待できるが、短期的に

はリスクが高い」と指摘。利益確定

売りを待ち、20 － 30％調整した時点

での買いを勧めている。

◆鉄鋼：増値税の輸出還付率引き

上げなどを予想

一方、鉄鋼セクターの事業環境も国

内外での需要減退を受けて極めて厳

しく、08 年 10 － 12 月期には業界全

体が赤字転落する可能性が高まってい

る。中国鋼鉄協会が

国内大手 71 社を対

象に行った調査に

よれば、12 月の業

界全体の赤字は約

128 億元。7 割弱に

当たる 48 社が損失

を計上した。

中国政府は先ご

ろ、鉄鋼業の救済に

向けて一部鋼材の

輸出関税を廃止。さ

らに今年 1月 1日付

で鋼材の輸出許可

証制度を取り消し、

輸出プロセスを簡

素化させた。ただ、

これまでの支援策

による効果は薄く、

市場ではより有効

な救済策に対する

期待感が強い。

新たな支援策は鋼材需給バランス

の改善を図るとともに、鉄鋼メーカー

の競争力を強化させる内容になると

みられ、天相投資顧問によると、増

値税（付加価値税）の輸出還付率の

見直しや技術改造支援、業界統合の

促進に関わる措置が盛り込まれる見

通しという。

鉄鋼セクターにとっては、支援策の

ほかに中国政府による公共投資の拡大

が追い風。また、世界的な鉄鉱石価格

の急落も、コスト軽減につながる要因

となる。ただ、鉄鋼セクターは深刻な

低迷期にあり、自動車銘柄と同様、投

資にはそれなりのリスクが伴うとの見

方も示されている。
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香港 IPO 市場：今年はやや改善傾向か、35 社による総額

700 億 HK ドルの調達を予想 

I P O 案件が下期に集中すると予想し

ている。

同社によると、今年の IPO 実施が

見込まれる 35 社の内訳は、メイン

ボード 30 社、GEM5 社で、うち 5 社

は本土 A 株と香港 H 株の IPO を同時

に実施する「AH 同時上場」ケース。

また、全体の約 8 割を本土系企業が

占め、インフラや小売り、消費関連

企業が中心になる見通しという。

個別にみた場合、今年最大の IPO

案件になるとみられるのは中冶金。

同社については AH 同時上場で約 234

億 HK ドルを調達する計画が伝えられ

ている。ちなみに昨年の調達額トッ

プは中国鉄建（01186）の 202 億 HK

ドルだった。

◆年末年始の IPO、2 社がまずま

ずの反応獲得

な お、 香 港 市 場 で は 今 月 5 日、

BIPV（建物一体型太陽光発電）型カー

テンウォールなどの設計・製造を手

がける中国興業太陽能技術（00750）

が IPO の一般募集を締め切ったが、

関係者によると、応募倍率はおよそ

6 倍に達したもよう。同社は 1 株当

たり 1.0 － 1.2HK ドルで 6000 万株を

公開し、最大 7200 万 HK ドルを調達

する予定となっている。

また、今年の上場第 1 号となる予

定の石油製品貿易会社・海峡石油化

工（00852）は 1 株 2.5HK ドルで新株

1 億株を公開し、2 億 5000 万 HK ド

ルを調達する予定だが、一般公募で

は約 3 倍の応募を獲得。両社が年末

年始に実施した IPO は投資家からま

ずまずの反応を得る形となった。海

峡石化は今月 12 日、興業太陽能は

13 日にそれぞれメインボードにデ

ビューする予定。

米監査法人プライスウォーターハ

ウスクーパース（PwC）はこのほど、

香港株式市場における今年の IPO（新

規株式公開）案件がメインボード、

GEM（成長企業市場）を合わせて 35 社、

資金調達額にして合計 700 億 HK ドル

となる見通しを示した（GEM からメ

インボードへの指定替えを除く）。こ

の予想額は昨年実績をやや上回るも

のの、依然低水準。ただ、同社は相

場の安定化に伴い、下期に IPO 案件

が増えるとみている。

香港の IPO 市場は昨年、世界金融

危機を背景に大きく低迷し、IPO 計

画を暫定中止、あるいは延期するケー

スが相次いだ。PwC のまとめによる

と、香港の昨年の IPO 件数はメイン

ボード、GEM を合わせて 31 社、資金

調達額にしてわずか660億HKドルと、

2007 年の 83 社、2000 億 HK ドル強を

大幅に下回る水準にとどまった。

国際取引所連合（WFE）の統計によ

れば、香港のIPO規模は06年にニュー

ヨークを抜いてロンドンに次ぐ世界

2 位に躍進したものの、07 年は 4 位

に後退。昨年 1 － 11 月にはさらに世

界 5 位に順位を下げた。昨年はまた、

IPO 銘柄のパフォーマンスもふるわ

ず、新規上場した 31 社のうち、23

社の今月 6 日終値が公開価格を割り

込む水準に値下がりしている。

◆今年最大の IPO、AH 同時上場の

中冶金か

P w C が今回示した IPO の予測数字

は引き続き低水準にあるが、同社の

孫宝源パートナーは中国政府によ

る 4 兆元規模の景気刺激策や欧米各

国の景気対策を受け、今年の相場に

総じて楽観的な見方。上期にボラ

ティリティーの高い展開を見込む一

方、下期には安定局面を迎えるとし、



米バンク・オブ・アメリカ（バンカ

メ）と長江実業（00001）の李嘉誠・

会長が 7 日、わずか 12 時間以内に相

次いで中国建設銀行（00939）、中国銀

行（03988）の持ち株を手放し、合わ

せておよそ 260 億 HK ドルを現金化し

た。同様の動きは今後も続く可能性が

高く、このところ楽観的に傾いていた

香港市場の空気はこの日一変。「過去

1 カ月間続いた相場回復局面を反転さ

せるシグナルになる」との警戒感が出

始めている。

バンカメは 7 日、UBS 銀行を通じ、

1 株 3.92HK ドル（6 日終値に対して

12％のディスカウント）で建設銀行株

56 億 2400 万株（発行済み H 株総数の

2.5％）を売り出し、220 億 HK ドルを

手にした。UBS 関係者によれば、早朝

5 時に始まったこの売り出しは 8 時ま

でに終わり、うち 8 － 9 割が大口機関

投資家の手にわたったもよう。これを

受け、7 日の市場では銀行銘柄が軒並

み下げ、建設銀行は前日比 8.8％安の

4.06HK ドルで取引を終了した。

大手金融機関の中では、ほかに UBS

が昨年 12 月 31 日、中国銀行株 33 億

7800 万株を 1 株 1.87HK ドルで売り出

しており、バンカメによる H 株銀行銘

柄の売却はこれに続く動き。国際金融

大手による持ち株売却は資金ひっ迫状

億株の売却を向こう 90 日間にわたっ

て見合わせる方針を明らかにしたが、

中国銀行については、ほかの株主によ

る売却が続く怖れが生じている。

今回の李氏の行動において注目さ

れるのは、自身が 24.2％を保有する

ロイヤルバンク・オブ・スコットラ

ンド（中国）（RBS 中国）を通じて間

接的に保有していた中国銀行株を、

独自に売り出したこと。これは RBS

中国の「解体」を意味するとみられ、

残る RBS 中国の株主 5 社（RBS グルー

プやメリルを含む）が追随する可能

性が出てきた。

ちなみに『明報』によると、RBS 中

国による中国銀行の持ち株は李氏の残

る持ち株 30 億株を含めて 177 億 7000

万株に上るという。

また、他の H 株銀行銘柄も似たよう

な状況に置かれている。今後はまず、

ゴールドマン・サックス証券など 3 社

が保有する中国工商銀行（01398）株

の半数が今年 4 月にロックアップ解除

となる運びであり、同行が「次の標的

になる」との警戒感も浮上。こうした

状況下で H 株銀行株の信用売り残も膨

らみ、銀行銘柄に対する慎重ムードが

高まっている。

況の改善が目的とみられ、国際大手と

本土系銀行との戦略提携は世界金融危

機の波に飲み込まれる格好となった。

バンカメは 2005 年 10 月の建設銀行

の IPO（新規株式公開）に伴い 135 億

1300 万株を取得しており、3 年間の

ロックアップ期間が昨年 10 月に満了

した。ただ、7 日に手放した 53 億株

は保有株全体の半分以下。バンカメは

7 日、「向こう 120 日間にわたって建

設銀行株の再度の売却は行わない」と

約束したが、この先いずれ、残りの保

有株を手放すとの見方が強い。

◆中国銀行株、メリルリンチなど

他株主も売却の可能性

一方、李会長のプライベートファン

ド傘下のマグネティコ・ホールディン

グスは 7 日大引け後、メリルリンチ証

券を通じて中国銀行株 20 億株を 1 株

1.98 － 2.03HK ドル（7 日終値に対し

て 5 － 7.5％のディスカウント）、総

額5億1100万－5億2400万米ドル（40

億 HK ドル前後）で売却した。

李氏は 06 年の中国銀行の IPO に先

立ち 1株 1.135HK ドルで同行株を取得

しており、今回の売り出しで少なくと

も 17 億 HK ドル弱の売却益を確保した

計算。マグネティコは残る保有株 30
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H 株銀行銘柄：バンカメと李嘉誠氏による相次ぐ売却で大幅安、

他株主の追随懸念も 


