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4.株式とはなにか 

4.1 株式の定義 

 株式とは、株式会社が出資者から自己資本を調達するために発行する有価証券である。

なお、株式を所持する株主に与えられる権利と義務は、会社法によって定められている（図

表 4-1）。義務については、株主が有する株式の引受価額を限度とするとしている。つまり、

株主が負う損失は、最大で株式へ投資した金額に限定されるということである。権利につ

いては、様々なものが存在する。それらの中で主なものとしては、株主総会における議決

権および株主代表訴訟提起権、会社の利益から配当を受ける権利、残余財産の分配を受け

る権利などが挙げられる。 

なお、与えられる権利については、大きく 2 種類に分けられる。最初の 2 つの権利は共

益権に分類される（図表 4-2）。共益権とは、株主全体の利益を向上させるために行使され

る権利である。つまり、会社の経営方針や実際の運営に対して影響を及ぼすことを意図し

て利用されるものである。その後の 2 つの権利は自益権と呼ばれるものである。自益権と

は、株主個人の利益に関わる権利である。具体的には、出資している企業の活動から得ら

れた株主に帰属する利益や持ち分などを請求するためのものである（図表 4-2）。なお、以

上は重要な権利いくつかのみの紹介に留めており、実際にはさらに多くのものが存在して

いる。 

言い方を変えれば、以上のような義務と権利を付与された有価証券が株式と定義される

のである。 

 

図表 4-1 会社法が定める株式に付与される主な権利と義務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：会社法（第 2 編株式会社 第 2 章株式 第 1 節 総則）より抜粋 

第 104 条（株主の責任）：株主の責任の限度は｢その有する株式の引受価額を限度とする旨を

規定。（株主の有限責任）  

第 105 条（株主の権利）：株主の権利である剰余金配当請求権、残余財産請求権、議決権を規

定。 

第 106 条（共有者による権利の行使）：株式が二人以上の人間に共有されている場合の権利行

使の制約とその例外（会社の同意）について規定。 

第 108 条（異なる種類の株式）：配当、残余財産の分配、 議決権の行使などの事項について異

なる定めをした内容の異なる種類の株式の発行に関する規定。 

第 109 条（株主の平等）：株主平等原則（第 1 項）とその例外（第 2 項、第 3 項）について規定。 

第 113 条（発行可能株式総数）：発行可能株式総数についての規定。  

第 120 条（株主の権利の行使に関する利益の供与）： 株主の権利の行使につき、会社が利益

供与をしてはならないことと、それとの関連する事柄について規定。 

第127条（株式譲渡自由の原則）：、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡するこ

とを規定。 
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図表 4-2 主な自益権と共益権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料を参考に筆者作成 

 

また、株主が所有する株式について、自由に他人に対して譲渡する権利を有していると

会社法で規定されている。これを株式譲渡自由の原則と呼ぶ。ただし、これについてはい

くつかの例外も存在することも確かである1。 

議決権は、株主に与えられる権利の中で最も重要なものの 1 つである。自益権の多くは

実際に行使されるために株主総会で承認されなければならない。例えば利益配当請求権で

あるが、配当の有無や水準が株主総会の決議事項とされており、そこでの承認によって初

めて受け取ることが出来るようになっている。残余財産分配請求権が発生する株式会社の

解散の実施についても、株主総会における特別決議事項である。当然ながら、株主が株式

買取請求権を行使せざるを得なくなるのは、彼らの意にそぐわない株主総会での決議の結

果であろう。 

なお、株主総会での決議事項は 4 種類に大別される（図表 4-3）。それぞれは、その重要

性によって承認されるために必要とされる条件が異なる。株主総会で必ず決議される普通

決議事項の承認には、出席した株主の議決権の過半数が必要となる。また、少なくとも数

年に 1 回は必要となると思われる役員2選任の事項の承認については、出席した株主の議決

権の過半数に加えて、定足数が過半数であることを満たさなければならない。なお、定足

数とは議決権の行使が可能な株主の株主総会への出席数である。株式会社の存続に関わる

ようなものを含む特別決議事項の承認に関しては、定足数が過半数であることと出席した

株主の議決権の 3 分の 2 以上が必要である。また、さらに条件の厳しい特殊決議事項も存

在する。 

                                                  
1 会社法では定款で株式に譲渡制限を付することを認めている。 
2 我が国の会社法では取締役、会計参与、監査役を指す。 

自益権（株主が会社から経済的な利益を受けることを目的とする権利） 

株主権 

利益配当請求権（利益の分配である配当を受け取る権利） 

残余財産分配請求権（株式会社の解散時に、株主の持分を得る権利） 

新株引受権（発行された新株を優先的に割り当てられる権利） 

株式買取請求権（合併などの組織再編の株主総会決議が行われた場合、議案に

反対した株主が自己の所有する株式について会社に買取を求めることができる

権利）

共益権（株主が企業の経営に関与することを目的とする権利） 

議決権（会社の経営方針などに対して株主総会で決議する権利） 

株主代表訴訟提起権（株主が会社に代わって、取締役を相手に損害賠償を求

める訴訟を起こす権利） 
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図表 4-3 主な株主総会決議を必要とする事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料を参考に筆者作成 

 

4.2 株主へ利益がもたらされる仕組み 

 さて、株主へ利益がもたらされる具体的な仕組みは以下の通りである。株式会社は、財・

サービスを販売することで売上高を得る。一方、売上高を獲得するためにかかった原材料

費や賃金、支払利息などの費用が存在する。株主利益は売上高から費用および税金を全て

差し引いた残りの部分である。つまり、株主利益とは、株式会社の活動の状況次第で大き

く変動するものなのである。 

 

図表 4-4 株主へ利益がもたらされる仕組み 

 

出所：各種資料を参考に筆者作成 

普通決議事項（承認には出席した株主の議決権の過半数が必要） 

株主総会決議事項 

役員等に関する事項（株主総会の議長の選任など） 

書類・株式に関する事項（計算書類の承認など） 

会社の計算に関する事項（剰余金の配当に関わるものなど） 

特別決議事項（承認には定足数過半数、出席した株主の議決権の 3 分の 2 以上が必要） 

解散、定款の変更、事業の全部の譲渡、株式併合、事業の全部の譲受けなど 

役員選任の事項（承認には定足数過半数、出席した株主の議決権の過半数が必要） 

役員（取締役・会計参与・監査役）の選解任など 

特殊決議事項（株主の半数以上、株主の議決権の 3 分の 2 以上が必要など） 

全部の株式を譲渡制限とする定款の変更など 
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なお、会社法で定められた株主の権利や義務はこの仕組みの中でどのように関わってい

るのだろうか。共益権は株主利益の最大化を図る手段といえるだろう。また、自益権は株

主が出資から得られる利益を確保する手段を法的に担保する役割を果たしている。さらに、

株主の有限責任を規定することで、株主が負う最大の損失が確定させられている。つまり、

株式を通じた投資に関するリスク（有限責任）とリターン（自益権）の源泉を決めた上で、

株主がそれらに関わるための手段（共益権）を用意していると解釈される。なお、ここで

指摘するリスクとは主に非マーケット・リスクのことである。さらに、株式譲渡自由の原

則によって、流動性リスクの低下が意図されているといえる。 

 

4.3 株式による資金調達、資金運用の特徴 

 株式は以上のような複雑な仕組みを持っている。このような株式を利用して資金調達を

行う主体としては、ハイリスク・ハイリターンなベンチャー企業が適しているとされる。

なぜなら、それらの会社は将来において低確率ながら巨額の利益を得る可能性があり、株

式ならばそれに比例して儲けられるために、投資家が購入する意欲を持つからである。 

 図表 4-5 は、それを示すための簡単な例である。A社がハイリスク・ハイリターンのベン

チャー企業の例である。投資家は株式で出資すれば、20%という少ないチャンスをものすれ

ば 500 円という高い利益を得られる。一方、貸借契約では 20%という高利を課しても大幅な

損失となってしまう。確かに、A 社への貸付でも利益を得られる利率を逆算できるだろう。

ただし、現実のベンチャー企業では、倒産か数値化できない巨額の利益という二つの事象

であろう。この場合、その利益に準じて儲けられる株式には魅力があるのである。 

 

図表 4-5 株式による資金調達に優位性のある例 

 

出所：筆者作成 
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4.4 コーポレート・ガバナンス 

 コーポレート・ガバナンスとは、株式会社の経営責任を株主からの受託責任と捉え、そ

の遂行体制を問うものである。つまり、株主から経営を委任された経営者に対して、株主

の利益を追求させるような株式会社の仕組みのことである3。残念ながら、経営者が調達し

た資金で私腹を肥したり、株主がその会社の状況を十分に知り得ない立場にあることを利

用して、自分に都合の良い虚偽の情報開示を行う事件が後を絶たないのである。この事実

は、株主が情報の非対称性リスクを負っていることを意味しているといえるだろう。これ

ら事件が起こるたびに、コーポレート・ガバナンスが議論され、その在り方についての試

行錯誤が行われている。 

コーポレート・ガバナンスにとって重要なのは、経営の透明性・説明責任の確保と経営

管理の充実である。前者は株主と経営者間の情報の非対称性を緩和させること、後者は抑

制均衡4が機能しやすい経営システムの構築を目指すものと解釈されよう。具体的な手法に

ついては以下の通りである。 

経営の透明性・説明責任の確保を実現するための手段としては、情報開示が挙げられる。

情報開示とは、その株式会社を判断する上で重要な情報を株主などに知らしめる行為を指

す。具体的には、法律で定められた法定開示、証券取引所や証券業協会などの自主規制機

関によって定められた適時開示がある。なお、有価証券報告書など法定開示で定められた

書類の一部には第三者機関である監査法人による監査を義務付けられている。 
経営管理を充実させる手段の一つとして挙げられるのが、企業統治メカニズムである。

企業統治メカニズムとは、経営者が株主の利益を追求するように、調整および監視をする

ための仕組みである。大変重要であるため、多くの国において法律でそのひな型が決まっ

ている。我が国においては、採用可能ないくつかのひな型のパターンが会社法で定められ

ている。図表 4-6 で示しているのは、その中で最も重層的とされる委員会等設置会社のも

のである。 

ただし、現実的な観点に立てば、コーポレート・ガバナンスはそれを実行するコストを

考慮しなければならない。このコストをエージェンシー・コストという。これを支払うの

は、株主自身であり、追加的に得られた利益が追加的コストと比較して小さいのであれば、

一層厳しいコーポレート・ガバナンスを行う意味がない。そのため、法制度上では、上場

の有無、企業規模などを基準にして、コーポレート・ガバナンスの内容を変更できるよう

になっている。つまり、多数の株主が存在する上場企業や社会的な責任が大きいと想定さ

れる大企業の場合、より多くの情報開示とより重層的な企業統治メカニズムが求められる

ようになっている。 

                                                  
3 最近では、受託責任の範囲を株主だけでなく雇用者や取引先、地域社会まで広げる解釈も

ある。 
4 いくつかの主体が互いに牽制しあうことでバランスがとられること。この場合は、経営者

それぞれに異なったインセンティブを持たせて互いに監視させることを指す。 
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図表 4-6 株式会社の企業統治メカニズム（委員会等設置会社） 

   

 
出所：通商産業省『通商白書 2003』 

 

4.5 株式および株式会社制度の歴史 

 以下では、図表 4-7 に沿って説明して行く。株式の起源については諸説あるが、史上初

めての株式会社として 1602 年に設立されたオランダの東インド会社によって発行されたと

するのが定説である。オランダの東インド会社の事業はインドネシアにおける香辛料貿易

だけでなく、取引に利用する製品を製造する工場の運営やマラッカなど他国の拠点の攻略

が含まれており、想像以上にハイリスク・ハイリターンであったと考えられる。なお、オ

ランダの東インド会社が発行する株式には、株主の有限責任、株式譲渡の自由といった要

件が付与されていたものの、株主総会の欠如など未整備の部分もいくつか存在していた。

また、同社はオランダ連邦議会の特許状があって初めて設立されており、その当時におい

て株式会社を自由に立ち上げることは不可能であった。 

 1800 年代に入ると欧米各国では株式会社制度の見直しが行われ、設立の自由（許可制か

ら登録制に）等が認められるようになった。折しもその時期は産業革命の勃興期に当って

おり、成長の途上にあった資本集約的な新産業が資金調達を行うために株式が威力を発揮

したとされる。具体的には、株式によって多額の自己資本を調達すると同時にそれをテコ

として膨大な借入を行っている。そして、獲得した資金を利用することで、莫大な設備投

資が可能になったのです。この局面においては、株式がさらなる巨額の資金調達を容易に

するという潤滑油的な役割を果たしたと考えられる。 

 1900 年代前半には、主に英米において情報開示制度の整備が行われた。これは、株式投
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資の大衆化に対応したものといえるだろう。大衆投資家による株式バブルの拡大、その崩

壊の典型である暗黒の木曜日は1929年10月24日にニューヨーク株式市場で発生している。

暗黒の木曜日など一連の事件をきっかけとして、アメリカでは証券関連の法制度の見直し

が行われたが、株主に対する情報開示に関する条文もその中に取り入れられている。投資

家が十分な企業情報を得て的確な判断を下せるようになることで、効率的な株価形成の達

成が期待されたのであろう。 

 1971 年にアメリカでナスダック市場が登場したことを皮切りに先進各国で新興企業向け

株式市場の設立が相次いだ。そして、それらは情報技術やバイオ・テクノロジーなどを専

門とするハイテク企業の資金調達の受け皿になったとされている。これらの企業への投資

は大きなリスクを伴うため、株式を利用した資金調達が重要な役割を果たしたといえるだ

ろう。マイクロソフトやインテルは今でこそ大企業であるが、設立間もない 1980 年代には

ベンチャー企業の一つにしか過ぎなかった。 

 

図表 4-7 株式および株式会社制度の歴史 

年月 出来事 

1602 年 オランダ連邦議会の特許状によって、東インド会社が世界最初の株

式会社として設立。制度的には、株主の有限責任、株式譲渡の自由

といった要件を整えていたものの、株主総会の欠如など未整備の部

分も存在。 

1800 年代前半 欧米各国で株式会社の自由な設立、有限責任の原則、株式譲渡の

自由などを認める法制度が整備。 

1800 年代から 1900 年代

前半 

産業革命によって出現した資本集約的な事業の資金調達手段とし

て、株式会社が主役に。 

1873 年 第一国立銀行が我が国最初の株式会社として設立。 

1900 年代前半 英米で株式会社の情報開示に関する制度が整備。 

1900 年代後半 1971 年にアメリカでナスダック市場が登場したことを皮切りに先進各

国で新興企業向け株式市場の設立が相次ぐ。それらは、IT やバイオ

などハイテク企業の資金調達の受け皿に。 

（出所）各種資料より筆者作成 

 

4.6 株式の種類 

株式は、付与される自益権と共益権の程度によって、普通株、優先株、劣後株などに分

類される。このように、様々な種類の株式が存在するのは、異なったニーズを持つ投資家

からの資金調達の促進や経営権のコントロールを目論んでいるからである。なお、普通株

と異なった権利を付与された株式を発行するには、定款変更および株主総会での特別決議

が必要となる。 
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普通株を基準として、利益配当請求権や残余財産分配権について優先的な地位を持つ株式

を優先株という。優先株は、一定の配当率に基づいて発行体から優先株保有者に配当する

ことがあらかじめ定められており、優先株保有者へ配当した後でなければ普通株保有者へ

配当を分配できない仕組みになっている。なお、発行企業が十分な利益を上げられず優先

株保有者に配当ができない場合、未払い分が翌期に繰り越される契約になっているものを

累積的優先株といい、繰り越されないものを非累積的優先株と呼ぶ。 

普通株を基準として、利益配当請求権や残余財産分配権の順位が劣る株式を劣後株とい

う。劣後株保有者は、普通株保有者が配当を分配されなければ、配当を受け取れない。 

主たる共益権である議決権の違いによって、議決権制限株と黄金株が存在する。議決権

制限株とは、株主総会で行使される議決権が制限されている株式である。一方、黄金株は

株主総会での決議に対して拒否する権利が付与されているものである。つまり、合併や取

締役の変更など、企業の重要な決議に対して拒否権を持つ特別な株式であり、通常一株し

か発行できない。 

以上のように、株式には様々な種類のものが存在するが、実際には、普通株の発行量が

圧倒的である。従って、株式という場合、普通株を指すのが一般的である。 

 

図表 4-8 株式の種類 

種類 内容 

普通株 自益権および共益権について、標準的な地位が与えられた株式 

優先株 普通株を基準として、利益配当請求権や残余財産分配権について優先

的な地位を持つ株式 

劣後株 普通株を基準として、利益配当請求権や残余財産分配権について劣った

地位を持つ株式 

議決権制限株 株主総会で行使される議決権が制限されている株式 

黄金株 株主総会での決議に対して拒否する権利が付与されている株式 

出所：各種資料より筆者作成 

 

4.A 株式会社登場までの道のり 

企業形態は、「所有と機能」を分離するべく変化してきた。つまり、自己資本（企業の資

産としての資本）の出資者が経営を行い、同時に他人資本（企業が借り入れた債務）に対

して全責任を負う形態から、出資者が経営を専門家へ委任し、他人資本に対する責任も限

定されるものへと進化しているのである。 

合名会社の起源は、中世欧州の陸上商業において用いられた血縁的結合による組織であ

るソキエタスにあるといわれている。合名会社は、出資を行いかつ経営にも参加する社員

（出資者を指す法律上の用語）のみで運営される企業形態である。また、他人資本に対し

ても社員が無限責任を負い、社員の出資した資本の譲渡についても他の社員全員の同意が



9 
 

必要となる。なお、無限責任とは会社が負った債務を会社財産では弁済しきれなかった場

合、社員が自己の個人財産からその債務の弁済をしなければならないことをいう。合名会

社は、お互いの信頼関係を基礎とした同族や仲間内での小規模な企業経営に向いているが、

出資者でもある社員に対する責任が重いため、大規模な経営には不向きであるといわれて

いる。 

合資会社の起源は、10～15 世紀のイタリアおよび北欧の海商都市で行われたコンメンダ

に発するものといわれている。それは、無限責任を負う冒険商人と有限責任で商品などを

委託する出資者との結合で成り立っていた。我が国の商法が規定する合資会社の形態も同

様である。つまり、有限責任社員と無限責任社員によって組織される会社となっている。

この企業形態は、合名会社の問題点を緩和したものといえるが、多くの出資を募る上での

制約が解消されている訳ではない。なお、合名会社と合資会社の企業形態は、社員と会社

との関係および社員相互の関係が密接である人的会社に分類される。 

最初の株式会社は、オランダの東インド会社であるとされる。オランダの東インド会社

の主な事業は、インドネシアにおける香辛料貿易であるため、ハイリスク・ハイリターン

であった。従って、無限責任社員を多数集めた上での多額の出資を期待できず、有限責任

社員のみの企業形態が利用されるようになった。つまり、全ての社員が企業の債務弁済に

ついて出資分のみに限定され、自分の持分譲渡を自由に行えるのである。この企業形態の

出現によって多額の出資を集めることが可能となり、産業革命以降に増加する資本集約的

な産業を資金面で支える手段となった。また、出資者である社員が雇った専門家に経営を

委任しやすくなり、「所有と経営の分離」が進展した。なお、その企業に対しての出資を示

す証券を株式、有限責任社員である株式の所有者を株主という。また、株式会社は、社員

と会社との関係および社員相互の関係が希薄であるため、会社財産という物的要素に重点

が置かれているという意味から物的会社に分類される。 

 

図表 4-A-1 各企業形態の特徴 

 社員の責任 持分譲渡の制限 

合名会社 社員全員が無限連帯責任 他の社員全員の同意が必要 

合資会社 無限責任社員と有限責任社員 無限責任社員の同意が必要 

合同会社 全社員が有限責任 他の社員全員の同意が必要 

株式会社 全社員が有限責任 自由（定款に定めて制限することもできる） 

出所：各種資料より筆者作成 

 

4.B プライベート・エクイティ・ファンドとは 

プライベート・エクイティ・ファンドとは、様々な投資家から資金を募ってその企業に

とって大株主となるだけの株式を購入し、その経営に深く関与しながら企業価値を高めた

後に売却して利益を稼ぐことを目的とするものである。投資対象はプライベート・エクイ
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ティ・ファンドの名称の通り非公開企業の株式となるのが通常である。さらには投資され

たのが公開企業であっても非公開にされる。これは、株主の構成が利害関係の一致してい

る少数の大量保有者のみになるからである。 

なお、プライベート・エクイティ・ファンドが保有する企業に対してそれを運用するプ

ライベート・エクイティ・ファームから経営者が送り込まれる。例えば元 IBM のルイス・

ガースナーや元 GEのジャック・ウエルチなどもそれに属しているとされる。大手であれば、

業種毎に経営者候補を抱えるのに加えて社内外に助言を与えるコンンサルタント・チーム

を配置している。ただし、買収前にその企業に所属していた経営陣もある程度残される。

彼らによって買収前の企業価値を高めるような経営が期待される。 

つまり、プライベート・エクイティ・ファンドは直接的に共益権を活用して企業価値を

高めて収益を上げることを目的としているのである。 

 

図表 4-B-1 プライベート・エクイティ・ファンドの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料より筆者作成 
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