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前回は、米国および英国において上場企業数が減少している

一方で、負債やプライベート・エクイティ市場を通じた資金調達

を選択する企業が増加している事象につき考察しました。第2

回となる本レポートでは上場企業数が減少を辿る背景にある、

公開株式市場が抱える問題点や負担について述べます。 

 

費用と規制が負担となる公開株式市場 

株式公開に掛かる費用やその他の負担は大きくなりつつありま

す。追加的な費用は株式公開前、公開時、そして公開後も

継続して負担する必要があります（図表5）。米国において

IPOに掛かる費用の中央値は、資金調達額の規模にもよりま

すが、資金調達額の9-11%となっており、上場維持に掛かる

費用は数百万ドルに上ります8。これらの費用が正当化されるた

めには、株式公開がもたらす恩恵がこれらの費用を上回る必要

がありますが、より容易で安価な他の資金調達先にアクセスす

ることが可能な現在、株式公開がもたらす恩恵は低減しつつあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の企業スキャンダル（米エンロン社の不正会計事件な

ど）を受けて、上場企業に対する規制は厳格化しており、この

事実もまた公開株式市場にとっては向かい風となっています。

例えば、米国の証券取引委員会に毎年提出する年次報告

書の単語数の中央値は1996年には約23,000語でしたが、

2014年には約50,000語と2倍以上に増加しています（図

表 6）9。なお、単語数は漸増しており、サーベンス・オクスリー

法10（SOX法）などの一つの規制のみに因るものではないと

言えます。そして現在では、500ページに及ぶ年次報告書も残

念ながら珍しいものではなく、コンプライアンスが遵守されている

か確認するために雇われている弁護士以外、全てを読む人は

おそらくほとんどいないでしょう。英国も同様の傾向を辿っており、

例えば、英国の大手銀行4行の年次報告書は1990年には

100ページ以下でしたが、最近では300-600ページに及んで

います11。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業による開示書類は「より長く、冗長で、読みにくいうえ、不

明瞭で定型文的な表現になりつつある」12という認識が広がっ

ています。米財務省は規制に関する調査を行い、「情報開示

の増加や規制の厳格化などによる負担は、公開株式市場では

なくプライベート市場での資金調達を行うという企業の判断の

一因となる可能性がある」13としています。 
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株式市場は、企業が財務成長を目的に資金を調達する場として機能してきました。しかし、欧

米では上場企業数の減少がみられるなど、従来株式市場が果たしていた役割に変化が起こっ

ていることを示唆しています。他の資金調達先へのアクセスが容易になったことに加え、株式公

開に掛かる費用やその他の負担が要因として挙げられます。しかしながら、すべての役割が消

失したわけではなく、株式市場は、一部の地域では現在も発展しており、また、新規株式公開

が減少する地域においても、従来とは異なる形で経済的役割を果たし続けています。 
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図表5：上場に伴う費用 
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出所： Dyer、Lang、Stice-Lawrence、2016年（脚注9参照） 

9 The Evolution of 10-K Textual Disclosure: Evidence from Latent    
   Dirichlet Allocation、Travis Dyer、 Mark H. Lang and Lorien Stice-  
   Lawrence、SSRN 2741682、2016年3月 
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企業にとっては、これらの情報作成に掛かる費用もまた増加し

ています。財務やコンプライアンスの追加的な人員を雇う必要が

出てくることから、小企業は大企業に比べて負担が相対的に重

くなると考えられます。欧州委員会は公開を目指す小企業への

規制による障壁について見直しを行っています14。 
 

この厳格化する規制が企業にとって負担となっていると判断でき

る材料の一つに、規制がより緩い市場の人気の高まりが挙げら

れます。英国ロンドン証券取引所の新興企業向け市場

Alternative Investment Market（AIM）の企業数は、

1990年代後半では300社程度でしたが、現在はおよそ

1000社にまで増加しています（これでも世界金融危機以前

のピーク時に比べると大幅に減少しています）。AIMとその先

駆けであるUnlisted Securities Market（USM）を分析

に含めた場合、1970年代以降の英国の上場企業数の減少

は大分穏やかなものとなります（図表7）。メイン市場の失わ

れた勢いを取り戻すためにロンドン証券取引所が行った取り組

みに、「スタンダード上場」の導入があります。「スタンダード上

場」は、欧州連合(EU)が定める基準の最低条件を満たす一

方、「プレミアム上場」は、EU基準より厳しい英国の規制やコー

ポレート・ガバナンスに関する基準を満たす必要があります。 
 

しかしこれまでのところ、この戦略は相対的に成功しているとは

言い難いでしょう。「スタンダード」という名称は、特に「プレミア

ム」と比べると「二番手」という印象を与えるほか、さらに英国に

おける主要株式指数であるFTSEラッセル指数には、スタンダー

ド上場企業は組み入れられないことが、スタンダード上場の需

要にマイナスに働いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

米国証券取引委員会（SEC）もまた、規制負担がIPOの需

要に与える影響を認識しています。2012年に成立した

Jumpstart Our Business Startups（JOBS法）は、新

興成長企業に該当する企業に対して、上場に必要な条件の

緩和を制定しており、多岐にわたる情報開示や会計基準要求

をすべて満たすまでにIPO後5年間の猶予を与えています。

2012年以降、米国IPOの85％は、この規定を活用していま

す。この規制緩和が行われなかった場合、株式公開に至らない

企業数がどれ程の数になっていたか推測することはできませんが、

これらの規制緩和が企業の株式公開の後押しとなっていること

は明白であると言えるでしょう。 
 

規制は投資家からの信頼を高める一方で、過度の規制は企

業を株式公開という選択肢から遠ざけ、非公開を維持する流

れを加速させかねません。米国のように規制緩和がIPOの促進

につながっているという事象が確認されていることを鑑みると、政

策決定者や規制当局は規制によって生じる費用と恩恵の総

括的な分析・評価を実施し、公開株式市場の再活性化に結

び付ける必要があると考えます。 

 

短期主義 

その他、株式公開が短期主義を助長していると憂慮されていま

す。四半期業績への過度な注目や即座に結果を求める株主

の姿勢は、長期的な視点からの企業戦略策定を妨げる可能

性があります。 
 

しかし、株式保有期間に関する調査を見てみると、状況はやや

複雑です。英国のコンサルティング会社Oxeraの調査によると、

英国株式への投資において、資産運用会社による1銘柄あた

りの投資期間は数年間に亘っていることが示されました15。この

分析は、資産運用会社が株式を最初に購入した時点から、

最後に完全に売却するまでの期間に基づいています。この調査

によれば資産運用会社は非常に長期的な投資家であると言

えます。 
 

ところが、イングランド銀行（BOE）は、英国と米国市場にお

ける株式の平均保有期間は、数カ月間にまで低下していると

いう、相反する証拠を示しています16。この矛盾の説明として考

えられるのは、BOEはヘッジファンドや高頻度取引者なども含む

全ての市場参加者の活動を対象としている、という点です。 
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15 The contribution of asset management to the UK economy、Oxera、  
     2016年7月 
16 Box D2、イングランド銀行、Staff Working Paper No. 571、2015年12月 
 

図表7：上場企業数（英国） 
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これらの市場参加者は、資産運用会社よりも取引量が多いこ

とを考慮すると、この分析における比重が高くなると考えられます。

さらに、BOEはポートフォリオの回転率の逆数を保有期間として

見積もっています（例えば年間の回転率が50％の場合、ポー

トフォリオ全体が2年ごとに入れ替わることと同等であり、保有期

間は2年と想定しています）。このアプローチでは、期間全体を

通してある銘柄の保有を継続していた場合においても、保有株

数の調整全てが回転率に含まれることになります。 
 

保有期間についての分析結果の不一致はさておき、短期主義

は公開株式市場に存在する問題として広く認識されています。

2012年に発表された英国株式市場と長期的投資判断につ

いての報告書であるケイ・レビューにおいて、短期主義問題が主

な結論の一つとして挙げられており、また、米国では公開企業の

CFOの3分の1以上が、上場企業という立場により、事業運営

に際して短期的で慎重なアプローチを強いられることに不満を抱

いています（図表8）。FCLTグローバルが行った調査17による

と、回答者のうち87％が、2年以内に高い業績を上げることに

対するプレッシャーを感じており、29％が最もプレッシャーを感じ

る時期は6カ月以内であると回答しています。さらに、65％がこ

れらのプレッシャーは過去5年間で増していると感じています。さ

らに以前に行われた調査18では、約半数のCEOが、投資価値

があると判断している案件であっても、実施により今期のアナリス

トの業績予想に届かないと見込まれる場合はその投資案件を

却下すると回答しており、同様の傾向が世界中でみられていま

す。このような短期志向は、長期的な価値創造を重視するので

はなく、即時での満足感を求める結果と言えます。これでは、経

営者の報酬体系が短期的な業績と連動している場合を除いて

は、誰も良い結果を得ることができないでしょう。 
 

プライベート・エクイティの投資ホライズンがより長期であることから、

この点ではプライベート・エクイティが有利だと言えます。同等の

業績を上げている公開企業と非公開企業を比較すると、非公

開企業の方が投資に費やす金額がはるかに多いことが調査で

判明しています19。全ての投資が企業価値創造につながってい

るとは言えませんが、非公開企業の方が長期的見通しに基づ

いて投資案件に対する判断を行っていると言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期的なリスクを過度に警戒して対応を行った場合、長期的な

業績を結果的に悪化させる可能性があります。長期的には利

益が見込まれる投資案件の却下、研究開発支出の削減や従

業員の能力開発に関する投資の回避等は費用の削減による

短期的な利益改善が期待できるものの、長期的には生産性の

低下などを引き起こす可能性があります。このような状況を是正

しようという動きはみられています。英国では、上場企業の四半

期開示は2007年に義務化されましたが、2014年に義務化は

撤廃されました。SECも特定のタイプの米国企業に同様の対応

を行うことを検討しています。しかしながら、英国では多くの企業

が四半期開示を継続して行っています。さらに、コロンビア大学

ビジネス・ススクールによるリサーチペーパー20では、英国での四

半期開示義務の導入と撤廃は、短期主義という観点での投

資行動に影響を与えてはいないのではないか、と疑問を呈して

います。 
 

今後は長期志向を重視し、株式市場その他の資本市場にお

いても長期的な恩恵を受けるべきであると考えます。長期志向

への方向転換は非常に難しいであろうことが想定されますが、今

後公開市場と非公開市場が平等に競える環境を整えるために

重要な目標として掲げ続けるべきでしょう。 
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図表8：株式公開が企業に直接与える影響（米国） 

17 Rising to the challenge of short-termism. FCLT グローバル、2016年9月 
     FCLT グローバルは、企業経営の長期志向を推進するためにマッキンゼーやカナダ年金   
     計画投資運用委員会等が立ち上げた非営利組織「Focusing Capital on    
     the Long Term Global」 
18 Graham、Campbell、Harvey、and Rajgopal (2005)、 “The Economic    
     Implications of Corporate Financial Reporting.” Journal of Accounting  
     and Economics、40、3–73. 
19 Corporate Investment and Stock Market Listing: A Puzzle?、2014年、  
     Review of Financial Studies、No.2 (2015年2月):342-390、Asker、Farre- 
     Mensa and Ljungqvist  
 

20 Consequences of Mandatory Quarterly Reporting: The U.K. Experience、  
     Columbia Business School Research Paper No. 17-33、Nallareddy、  
     Pozen、Rajgopal、2017年 
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望まぬ注目と訴訟リスク 

企業の知名度の向上は株式公開から享受できる恩恵ですが、

集める注目の全てが歓迎されるわけではありません。役員は

様々な監視の目にさらされ、報酬も公開されます。また、逸脱

した発言やコメントはトップニュースにもなり得ます。企業経営は

細部にわたって精査され、非公開市場では許容されるであろう

ことが、世論という法廷の下では通用しない可能性があります。

また、何らかの申し立てがなされた場合、信憑性が低いもので

あっても、自社を守るため多大な時間を費やすこととなり、高額

な法的費用もかさむため、訴訟リスクは非常に大きいものとなり

ます。多くの企業や個人は、このような注目から逃れようとするた

め、これは株式公開への意欲を削ぐ要因となる可能性がありま

す。 
 

しかし、非公開化した米国企業の多くは、上場維持に掛かる

費用や規制による負担を非公開化の理由とはしていません。

被買収企業の上場廃止が圧倒的に多く21、自発的な株式非

公開化は非常に稀です。英国でも同様の傾向がみられていま

すが、異なる点は、2010年から2016年でメイン市場において

上場廃止した企業のうち4分の1が、英国での海外上場を廃

止した外国企業であるという点であり、これらの企業は自国の

株式市場への上場は維持しています22 。国内取引所における

国際間取引の認可など、証券規制の変化が多くの国で起こっ

ており、海外上場の必要性低下が海外上場廃止の背景にあ

ると言われています。ただし、英国のメイン市場とは対照的に

AIM市場においては自発的な株式非公開化は珍しくなく、

2010年から2016年にAIMにおける上場廃止理由の約4分

の1を占めています。 
 

従って、株式公開に関連した負担やリスクは、IPOの需要低下

に繋がっている一方、英国のメイン市場に上場している企業を

非公開化へと動かす要因にはなっていません。多くの労力と費

用を掛けて株式公開に至っているため、上場維持に掛かる負

担は非公開化に踏み切る十分な理由にはならないようです。

費用が経営に深刻な影響を及ぼすなどの極端な場合以外は、

自発的な非公開化は株主からの支持も得られない可能性が

高いと言えます。 
 

 

 

 

 

非公開企業については、求められる透明性は低く、閉鎖的な

市場のため、望まない注目を回避できる可能性があります。し

かし、この恩恵は特に規模の大きい企業については、無くなりつ

つあります。現在では主要な資産運用会社がプライベート・エク

イティ・ファンドの組成に参加しています。これらの運用会社は、

以前と比べて透明性が高く、公開市場に近い方法でプライベー

ト・エクイティの評価を実施しています。また、プライベート企業の

所有権を売買できるセカンダリー市場の発展も透明性向上に

寄与しています。ウーバーのCEOであるダラ・コスロシャヒは次の

ように発言しています。「我々に対して注目が集まっており、公

開企業と同様のデメリットを既に受けている一方、その恩恵は

何も受けていません。よって、トラビス（前CEOおよび共同創設

者）と取締役会は全員、株式公開に踏み切ることに賛成しま

した。多くの人々が支持しています。」23 

 

成熟した企業の手元資金は過去最高水準に 

金融危機以降、見通しの不透明感を背景に設備投資に対し

て消極的な姿勢が続いています。成熟した企業の手元資金は

従来ない水準にまで積み上がっており、2017年には過去最高

に達しています。このような企業が新たな投資を実施する場合

でも、すでに十分な資金を有していることが多いため、新たな資

金調達ニーズが生じにくいと言えます。また、高成長のテクノロジ

ービジネスに対する市場の注目は引き続き高いですが、これら

のビジネスは、事業拡大のための資金需要が比較的に低いと

いう点も指摘されています。確かにウーバー、スナップチャット、フ

ェイスブックなどは、以前、米国株式市場で存在感の大きかった

鉄道会社と比べると、相対的に小資本での運営が可能なビジ

ネスと言えます。しかし、ウーバーやテスラは、テクノロジーの実用

化や商品化に莫大な資金を必要としていることから、この指摘

については議論の余地がありそうです。 
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21 The US listing gap、Doidge、Karolyi and Stulz、2015年 
22 Review of the Effectiveness of Primary markets: The UK Primary  
     Markets Landscape、FCA、2017年2月 23 City A.M.、 2017年11月9日 
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図表9：S&P500を構成する企業の手元資金 

集計対象は、通常多額の手元資金を保有する金融、公共事業、電気通信を除く

S&P500銘柄。 出所：S&P、※2017年9月30日時点  
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今回は、米国・英国の公開株式市場が抱える問題点や企業

の負担について述べました。厳格化する規制が、企業のIPO需

要に対する下押し圧力になっている可能性があることが示され

たほか、四半期業績への過度な注目が事業運営に影響を与

え、短期志向に偏りがちな現状についても改めて確認されまし

た。政策決定者や規制当局は規制によって生じる費用と恩恵

の総括的な分析・評価を実施し、公開株式市場の再活性化

に結び付ける必要があると考えます。また、株主は短期的な成

果のみを求めるのではなく、企業の長期的な成長に目を向ける

姿勢が、今後の公開株式市場の発展において重要な鍵となる

でしょう。 
 

次回は米国・英国以外の国々、特にエマージング市場の株式

市場の状況について、中国の事例などを用いながらご説明致し

ます。 

 


