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前回は、米国や英国で上場企業数が減少傾向を辿る背景

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

した。今回は、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考察します。 

 

異なる実情―エマージング市場とアジア先進国 

米国や英国のように公開株式市場の存在感が低下している

国々が存在する一方で、株式市場が繁栄している国々も多く

存在します。エマージング・アジアやエマージング・ヨーロッパにお

ける上場企業数は増加しており、公開株式市場という点では

エマージング市場は先進国市場よりもはるかに活気があると言

えます（図表10・11）。また、アジア地域の先進国の株式市

場も拡大が続いています。 
 

欧州先進国（除く英国）については国によって相違がみられ、

例えばスペインでは、金融危機以前より上場企業数は持続的

に増加していますが、フランスやオランダではその数は長期に亘

り低迷しています。欧州全体（除く英国）では、上場企業数

は1990年代に大幅に増加しましたが、金融危機前の数年間

は停滞、金融危機後には減少傾向にあります。 
 

この背景には容易に説明がつく要因もあり、例えば新興国市

場に多くみられるように、その国の資本市場が相対的に未成

熟である場合、その後の高い成長率が見込まれます。また、か

つて共産主義政権下にあった中・東欧諸国では、1990年時

点で資本市場が存在しなかったため、非常に低水準からのス

タートとなっています。ポーランドの株式市場はその良い例であり、

上場企業数は1993年には22社しか存在しませんでしたが、

現在では800社以上存在しています。同様に、中国の株式

市場も1993年には100社程度でしたが、現在では3,000社

以上にまで増加しており、年間数百社の増加率で成長してい

ます。 

 

また、経済成長が著しい国の企業は、最も資金を必要として

いることも要因として考えられ、株式および負債による資金調

達の双方が必要とされます。アジアではこの傾向が顕著である

ほか、エマージング・ヨーロッパの一部でもその傾向がみられます

（図表12）。これまで中国などの市場でみられたように、企業

が設備投資に積極的である時は、新たな資金需要が特に強く

なると言えます。 
 

負債による資金調達やプライベート市場は、エマージング市場

やアジア市場においてこの資金需要を満たす役割を一部果た

しました。（例えば図表4（第1回レポート）が示すように、エ

マージング市場の企業はプライベート市場で超大型の資金調

達を行った企業の複数を占めています。）しかしながら、株式

による資金調達需要は高く、公開株式市場が資金調達先と

して最も活用されています。これらの市場では、費用や負担に

対して、恩恵が十分に上回っていると言えます。その例として、

中国の株式公開過程の詳細を記載しています（ボックス内参

照）。 
 

しかし、これら上述の説明だけでは、株式市場で起きている変

化のすべてを説明することはできません。日本には、1993年時

点で3,000社以上の上場企業が存在し、世界で最も大規

模な市場の一つです。その後、経済成長の低迷や株式市場

のリターンの低下を経験していますが、上場企業の数は40％

増加しています。対照的に、ペルーやチリは経済的には相対的

に好調でしたが、株式市場の発展という点では後退しています。

ラテンアメリカでは、長期に亘り上場企業数は減少傾向にあり

ます（図表13）。 
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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。 



シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 

シュローダー・グローバル・インサイト 

【全4回連載】株式市場の存在意義とは？（第3回） 
グローバル 

インサイト 

2018年9月 
機関投資家向け資料 

2 

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。本レポートは、Schroders Investment Management Limitedが海外の機関投資家向けに作成した
資料を、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」）が翻訳・編集したものです。本レポートは、シュローダーのグローバルベースの一般的な取り
組み・考え方をご紹介する目的で作成しており、日本の投資者を対象としない内容を含む場合があります。 

()内の数値は各地域に含まれる国数を示す。 
1993-2017年のデータを使用。ただし、フランス、オランダ、ベルギーは2016年まで。 
出所（図表10・11）：ロンドン証券取引所、シュローダー、世界銀行World Development 
Indicators、国際取引所連合 

1980年＝100として指数化、チリについては1984年=100、直近値は2017年。 
出所：世界銀行World Development Indicators、シュローダー 
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図表11：上場企業数の中央値の変化率（1993-2017年） 

  中央値の変化率 

エマージング・アジア（8） 120% 

エマージング・欧州・中東・アフリカ（6） 92% 

アジア・パシフィック・先進国（含む日本）（4） 80% 

エマージング諸国（18） 60% 

先進国（15） -10% 

欧州先進国（除く英国）（8） -29% 

エマージング・ラテンアメリカ（5） -30% 

米国 -39% 

英国 -48% 
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図表12：実質GDP成長率（1993-2017年） 図表10：上場企業数変化率（1993-2017年） 

出所：IMF World Economic Outlook Database、2017年10月 
2017年のデータは予測値を使用。 

図表13：ラテンアメリカ諸国の上場企業数 
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中国の事例 

ここ数十年間で中国における上場企業数は過去に例を見な

い程の高い増加率で増加しており、米国の公開株式市場とは

対照的な状況が見て取れます。 
 

この背景には一般的な要因と中国特有の要因が存在し、一

般的な要因としては、高い経済成長と強い設備投資がもたら

した資本需要の増加が挙げられます。公開株式市場は、新規

株式公開（IPO）と公募増資のどちらを通してでも、その需要

に応えることが可能です。2010年以降、公募増資での資金

調達額はIPOで調達された年間の平均金額の4倍以上になっ

ており25、2015年以降については、およそ8倍にまで上ります。

負債による資金調達やプライベート・エクイティもその役割を果

たしていますが、資金需要は非常に強いため、全ての手段にお

いて増加がみられています。 
 

しかし、上述以外の要因は、より中国特有の要因であると言え

ます。中国経済は閉鎖的であり、市場の約90％を占める国

内の個人投資家は、常に次の大きな投資機会を模索していま

す。一件の投資が成功すると、その利益を新たな可能性に投

下し、これがIPOの資金供給となります。 
 

新規株式公開企業の増加のほか、非公開化する企業がほぼ

皆無であることが上場企業数の増加の支援材料となっていま

す。1990年代初以降、非公開化した企業はわずか合計

107社、年間にして通常一桁台となっており、自発的非上場

は非常に少数にとどまっています26。対照的に、米国では非公

開化した企業数の長期平均は年間約400社となっています。 

公開市場の規制の緩さが、低い非公開化率の主な要因とさ 

 

 

 

れており、結局非公開化には至らないであろうという認識のもと、

「上場廃止」の警告を受けて株価が下落した企業の株式を購

入することが人気のある戦略となっている程です。足元では、今

後規制に関して厳しい姿勢を取っていくという当局の意図も感

じられますが、現実化するか否かは、様子を見る必要があるで

しょう。 
 

非公開化する企業の数が少ない理由には、株式公開するまで

の過程が長く複雑であることも要因として挙げられ、これは資金

需要が非常に強い場合、企業は負担の重さが株式公開を行

わない理由にはならないということを示していると言えます。株式

公開には平均2年間を要するほか、当局は市場に混乱が発生

した場合はIPOの活動を一時停止することも可能であり、

2012年10月から2013年12月および2015年の数カ月間に

実際にIPOを停止しています。また、興味深いことにIPOの価

格評価を市場に委ねるのではなく、規制当局が決定しており、

公平性が疑問視されています。 
 

これらが株式公開する上での障壁ですが、企業は株式公開す

ること自体に価値があると考えています。さらに、学術的な研究

では、中国企業は必要以上の資金を調達する傾向があると述

べられています27。これは市場で資金調達を行う回数が最小

限に抑えられることを意味し、企業にとっては好都合である一

方で、投資家の観点からは非効率であると言えます。 

今後規制が厳格化若しくは費用が増加した場合、株式公開

する意欲を減退させるかどうかは注視する必要があります。しか

し、堅調な経済成長が維持され、経済が相対的に閉鎖的で

ある限り、今後すぐに中国の株式市場が米国のような状況に

陥る可能性は低いと考えます。 
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24 Trends and Factors Impacting on Latin American Equity Market       
     Development、OECD、2013年 
25 WIND 
26 上海証券取引所、深セン証券取引所、シュローダー  
 

27 Internal corporate governance and the use of IPO over-financing:    
     Evidence from China、China Journal of Accounting Research、Volume 5、  
     Issue 3、 2012年9月 

ラテンアメリカの上場企業数の減少傾向を説明する要因のひと

つに企業の株主構造が挙げられます。ラテンアメリカの企業では、

上位株主による集中的な保有（歴史的に上位5位までの株

主によっての80％の議決権となる株式数が保有されていま

す）が行われているほか、複合企業では、グループ会社間関係

が非常に複雑になっています 24。経済協力開発機構

（OECD）は、「一部のグループ企業の利益が、資金を必要と

しているグループ内の他の企業の資金繰りに使用されるケース

は頻繁にみられる」とコメントしています。このような構造は、外 

部からの資金調達の需要を削減し、少数株主の権利を弱体 

化させ、グローバル投資家を遠ざけることに繋がります。 

エマージングおよびアジア市場全体では、経済成長が株式によ

る資金調達の需要を促進させ、株式市場の拡大をもたらして

いるとみられ、相対的に未成熟な市場（および経済）の方が、

より速いペースで成長する可能性があると考えられます。しかし

一方で、複雑な株主構造は株式市場の発展の妨げになる可

能性があります。 
 

最終回となる次回のレポートでは、公開株式市場が果たす従

来とは異なる役割についてご説明致します。 
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