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最初の金融取引所は、1531年にベルギーのアントワープで設

立されました。当時は、株式ではなく、約束手形や債券、コモ

ディティが取引される場でした。その後、17世紀初めにオランダ

東インド会社が、投資家間で取引することを可能にした紙の株

券を発行したことが、現在の株式市場の先駆けとなっています。

その後数世紀をかけて発達し、株式市場は金融システムにとっ

て不可欠な存在となりました。 
 

本来の株式市場の目的は、企業の観点からすると、事業拡大

のための資金を調達することでした。また、投資家の観点からは、

透明性のある価格で株式を他の投資家に売却することが可能

となり、流動性をもたらしました。以来、これらの本来の機能は

拡張を続け、現在、公開株式市場は企業や投資家に、より多

くの恩恵をもたらしています。しかしながら、一方で企業に掛かる

費用や負担は増加し、以前からは考えられない程の重荷となっ

ています。 
 

株式公開するか否かは、期待される恩恵が費用を上回るかど

うかに基づいて判断されますが、企業にとってはもはや容易に答

えられる問題ではありません。米国では、上場企業数は1996

年と比べて、約半数に減少しました。また、IPO（新規株式公

開）を選択する企業は1980年から2000年では、年平均

300社存在していましたが、2001年以降現在までは年平均

108社にすぎません（図表1）。英国市場でも同様の事象が

みられます。 
 

一方、公開株式市場の繁栄は、一般投資家が企業の成長に

参加できる最もアクセスが容易で安価な方法を提供するなど、

多くの恩恵をもたらしています。また、公開市場が提供する透

明性についても、企業にとっては負担となり得る一方で、経営

者や企業活動に問題がある場合、直ちに責任を問うことが可

能となるなど、社会的、経済的には恩恵があると言えます。規

制当局は、これらの特性を認識しており、英国の金融行為規

制機構（FCA）は、株式発行市場を「繁栄と投資機会を提

供するための重要な役割」を担うと指摘しています。米国、英

国、欧州連合（EU）等主要な規制当局は、効果的な発行

市場にとって障壁となるものを特定するための研究を行っていま

す。 
 

しかし、株式公開に価値を見出す企業が今後も減少していくと

するならば、本レポートのタイトルでもある「株式市場の存在意

義とは?」という疑問が浮かび上がってきます。本レポートでは、

米国と英国を中心に考察し、新規株式公開が減少している理

由を探り、他の市場との比較を行います。また、従来とは異なる

形で発展する株式市場の役割についても取り上げます。 

 

上場企業数減少のペースは驚異的 

英国のロンドン証券取引所のメイン市場に上場している企業

数は、2017年末現在、1960年半ばと比べて70％以上減

少しており、1990年代半ばからは英国、米国共に半減してい

ます（図表1）。これらの激減の要因は、IPOを選択する企業

の減少(図表２)によるものと、非公開化を選択した企業の増

加によるものです（図表3）。 
 

さらに、すでに公開している企業についても公開までの期間が

長くなる傾向があり、米国においては、新規公開するまでの期

間は1980年から1999年の間で平均8年であったのに対し、そ

れ以降では平均11年となっており、英国でも同様の傾向がみ

られます。また、1996年に上場企業数がピークに達して以来、

英国のメイン市場の企業の平均時価総額は４倍に増加して

います。公開企業の特性は、より長い歴史を持つ、大規模なビ

ジネスへと明らかに変わりつつあります。 
 

さらに気になる点としては、IPO候補となるような企業数につい

ては増加し続けていることです。米国では、1996年以降、年

間平均21,000社以上が設立されており、世界金融危機の

影響が大きいと考えられる2008年から2011年を除いた場合、

その数は2倍以上に上ります。英国においても、新しい企業数 
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の増加率は、過去にみられないほど高くなっていますが、その数

字は少し注意してみる必要があります。英国では、2000年か

ら2017年の間で200万社以上の企業が設立されており、年

間およそ131,000社のペースで増加しています。ただし、89％

の企業が全く従業員を持たない、あるいは従業員兼オーナーの

一人だけが存在する企業であり、50名以上の従業員を有する

企業数の増加数は年に410社と、大分緩やかなものとなってい

ます。いずれにせよ、上場企業数の減少は、企業家精神の衰

退を示しているわけはなく、新しい企業は、安定したペースで設

立され続けています。しかし、企業は過去とは異なる方法で資

金調達を行っている兆候がみられます。 

 

低金利環境により、負債による資金調達が有利に 

確立し、安定した事業を運営する企業の場合、現在の低金

利環境下では、株式ではなく負債による資金調達の魅力度が

増しており、当然ながら企業は最も安価な方法で資金調達を

行います。レバレッジの制限や長期借り入れが可能かどうか等

条件にもよりますが、負債の方が最も合理的な選択肢となるこ

とが多くなってきています。 
 

さらに極端なケースでは、事業運営のための資金調達ではなく、

自社株買いを行い、株式を消却するために負債による資金調

達をする企業が存在しており、特に米国でこの動きがみられま

す。アップルは、近年この方法で数百億ドルの資金を調達し、

自社株買いを行った最も有名な例です。また、2017年11月

までの12ヵ月間で米国で公表された自社株買いのうち3分の1

は新たな借り入れによる資金調達が行われています1。 
 

また、資金調達に係る費用の面でも、負債は株式よりも少ない

ことも注目点です。米国でIPOの引受会社に支払う平均の費

用は資金調達額の7％となっており、負債での調達に掛かる費

用の10倍以上です2。欧州においてIPO引受に係る費用は通

常米国の半分程度の水準と断然低いものの、負債調達に必

要な費用と比べた場合、やはり10倍程度になります。 
 

支払利子の損金算入もまた、有利に働きます。今後金利が上

昇すれば、コスト上昇により負債による資金調達の魅力が薄れ

る可能性はありますが、これまでのところ、負債による資金調達

が人気であることは当然と言えます。 

 
 
 
 
1 米国株式市場、2018 Outlook、JPモルガン、2017年12月14日 
2 OECD business & Finance Outlook 2017、OECD Publishing、Paris 
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図表1：上場企業数（米国・英国） 

図表2：新規株式公開（IPO）企業数 

図表3：IPO企業数と非公開化企業数の差 

直近値は2017年末。 

英国の上場企業数はロンドン証券取引所のメイン市場に上場している企業数を示す。 

出所：ロンドン証券取引所、World Bank World Development Indicators(WDI)、

国際取引所連合、シュローダー  

直近値は2017年末。米国はWDIのデータ、英国はロンドン証券取引所のメイン市場の

データに基づく。 

出所：Jay Ritter、フロリダ大学、ロンドン証券取引所、シュローダー  

直近値は2016年末。 

出所：Jay Ritter、フロリダ大学、ロンドン証券取引所、シュローダー  

（IPO企業数－非公開化企業数） 
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長期的な選択肢としてプライベート・エクイティも考慮される

ように 

プライベート・エクイティ市場は、規模の拡大やアクセスの向上に

伴い、公開株式市場との競争は激しくなってきています。グロー

バルのプライベート・エクイティの運用資産額は、2000年から

2016年半ばまでで4倍以上に増加しており、およそ2兆5千億

ドル3と過去最高となっています。グローバルの公開株式市場の

株式指数であるMSCI オールカントリー・ワールド指数の時価

総額は36兆ドルであり、プライベート・エクイティ市場は相対的

にまだ小規模ですが、成長速度は公開市場に比べて2.5倍と

なっています。 
 

プライベート・エクイティ市場における重要な進展は、以前は公

開市場以外では困難とされていた規模の資金調達がプライ

ベート・エクイティ市場でも可能になったという点です。フェイスブッ

クは、2012年の160億ドルのIPO以前に24億ドル調達し、ツ

イッターは、2013年の18億ドルのIPO以前に8億ドル、グーグ

ルは2004年の19億ドルのIPO以前に2,500万ドルの資金調

達を行いました。しかし、直近数年間でこの金額は急上昇して

おり、中国配車サービスのDidi Chuxingはプライベート市場で

170億ドル、ウーバーは107億ドル調達しました。プライベート

市場でこのような多額の資金調達が可能となったことは、企業

が株式公開を保留する一つの要因となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、プライベート市場で資金調達可能な点が株式公

開への需要を先延ばしさせる一方で、プライベート・エクイティに

投資する投資家は、将来的にエグジット(投資の回収)を実施

し、利益を確定させたいという願望は変わりません。報酬の一

部として株式やストック・オプションを与えられた従業員について

も同様の事が言えます。 
 

最も人気のあるエグジットの方法は、戦略的な買い手企業への

売却です。この場合、買収によるシナジー効果が期待されるこ

とにより、買収価格が引き上がる傾向があります。次に人気の

あるエグジットの方法は、他のプライベート・エクイティ・ファンドへ

の売却です。 
 

そしてIPOは、プライベート・エクイティのエグジット方法としては3

番手となっています。1990年代半ば以前は、エグジットの約四

分の一を占めていたのですが、最近のデータによると米国のプラ

イベート・エクイティがIPOをエグジットとして選ぶ割合は、わずか

3-4%となっています4。IPOを手段とするエグジットは欧州のプ

ライベート・エクイティ投資家の間でも相対的に人気が低くなっ

ています5。 
 

ただし、エグジットの手段としてIPOは多くの利点を持つことも事

実です。価格評価の透明性、情報の対称性、高い流動性、

また通常は上場時にプレミアムが乗った価格で取引されます。し

かしながら、プライベート・エクイティ投資家は明らかにダウンサイ

ドの方が大きいと考えているようです。株式上場後の一定期間、

所有する株式の売却が制限される“ロックアップ”がその明確な

例のひとつでしょう。この期間は通常およそ6カ月間ですが、それ

より長い場合もあります。例えば、中国の規制当局は、大株主

に対して36カ月間のロックアップ期間を課すという内容のより厳

しい規制を公表しました。（ただし、特定の条件を満たすベン

チャー・キャピタル投資家はその期間を12ヵ月にまで短くする例

外適用への申し込みが可能です。） 
 

興味深いことに、プライベート・エクイティ市場はエグジットの手段

として公開市場に依存していませんが、公開市場はIPOのフ

ローの源泉としてプライベート・エクイティ市場に強く依存していま

す。英国の場合、2010年から2015年のメイン市場における

IPOのうち、30-50％がプライベート・エクイティからの上場でし

た6。 
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図表4：プライベート市場で各社が調達した資金額（累積） 

3 不動産、インフラ、天然資源を除く 
出所：A Routinely exceptional year、Mckinsey & Company、2017年2月 

4 2017 annual US Private equity breakdown、Pitchbook 
5 2016 European Private Equity Activity、Invest Europe 
6 Review of the Effectiveness of Primary markets: The UK  primary 
Markerts Landscape、FCA、2017年2月 

出所：https://techcrunch.com/unicorn-leaderboard/ 
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• MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明示的・黙示的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかなる有
価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなる
MSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠される
べきものでもありません。 

 

• シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。 
 

• 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 
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また、公開企業についても、公開以前に多額の資金をプライ

ベート市場で調達しています。米企業のIPO前の平均資金調

達額は1990年代後半には1,800万ドルでしたが、2000年

代では5,200万ドル、そして2010年以降では8,700万ドルに

増加しています7。 
 

このことは、公開市場の投資家は、過去に比べて、企業の成

長サイクルのより遅い段階からしかアクセスできないことを意味し

ます。一般的に企業の成長速度は早期の方が高い傾向があ

ることから、公開市場での投資では企業の早期段階の成長か

ら得られるリターンを逃してしまう可能性があります。結果として

公開株式市場のリターンが押し下げられることが考えられ、一

般投資家が割を食うことになります。なぜなら、プライベート・エク

イティは流動性に制約があることから、個人の退職後の資金で

ある確定拠出年金において、プライベート・エクイティや他の低

流動性資産への資産配分は通常限定的です。これは、これら

の資産をより多く保有することができる機関投資家と比べて不

利な立場にあるということです。 
 

次回は、上場企業数が減少している背景を公開株式市場が

抱える問題点や負担という観点からご説明致します。 

 

7 2017 IPO Report、Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. 


