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6.株式の発行および流通市場について 

6.1 株式の発行市場とは 

株式発行市場とは、新たに発行された株式を購入する投資家を募集するための市場であ

る。つまり、株式発行市場では、発行した株式を投資家へ売却することによって、株式会

社が資金調達を行うのである。一方、投資家にとっては、資金運用を行うための手段を提

供する市場である。さて、株式発行の具体的な手順であるが、大きく分けて二つに分けら

れる。それらは、発行価格の決定と株券および資金の授受である。 

 発行価格の決定1であるが、発行を予定している企業の株式に対する需要を把握する必要

がある。したがって、多数の投資家を顧客として抱えている証券会社がその手助けをする

こととなる。一般的には、証券会社が発行価格に関する叩き台を投資家に提示した上で需

要調査を行う。そして、需要の多寡を勘案しながら、発行価格の調整を行うという手順と

なる。当然ながら、提示される発行価格は企業と証券会社間で了解が得られたものである。 

 発行価格が決定すると、株式および資金の授受が行われることとなる。まず、証券会社

が企業から株式を購入する2。そして、証券会社から投資家に対して株式が譲渡される。発

譲渡されるのは、需要調査時に購入の意思を示していた投資家やその後の募集期間中に応

募したそれとなるのが通常である。 

 以上は、証券取引所に既上場か上場を予定する企業が公募によって株式を発行する場合

である。また、株式発行に当っては金融庁や証券取引所への届出および許認可が必要とな

っており、留意しなければならない。 

 

図表 6-1 株式発行の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料より筆者作成 

                                                  
1 時価発行増資を行うために、我が国において一般的に利用されているブックビルディング

方式に基づいたもの。 
2 引受による株式発行の場合。 
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6.2 株式発行の形態 

 実際の株式発行においては、いくつかの形態がある。それらは、募集対象に基づく分類

と発行価格に基づく分類とに大別される。前者は、株式が譲渡される投資家の範囲に関わ

るものである。後者は発行価格の水準によるものである。 

 募集対象に基づく分類としては、公募増資3、第三者割当増資、株主割当増資が主なもの

として挙げられる。公募増資とは、不特定かつ多数の投資家に対して株式の購入を募るも

のである。第三者割当増資とは、特定の第三者を対象にして株式の購入を募るものである。

株主割当増資とは、既存株主に対して株式の購入を募るものである。このように株式の募

集を行う対象を区別する背景は、共益権の管理にある。公募増資を行えば、より大きい金

額の資金調達が可能となるものの既存株主の共益権が希薄化してしまうという副作用があ

る。一方、株主割当では、共益権の希薄化が起こらないけれども資金調達が可能な金額は

限定的であろう。なお、第三者割当増資は割当先を大株主にしてその企業の経営に対する

関与させることを意図する場合が多い。 

 発行価格に基づく分類は、時価発行増資、有利発行となる。時価発行増資では、発行価

格を時価（市場で取引されている価格）に近い価格に設定する。有利発行では、発行価格

時価から大幅に下回る価格4で発行することとなる。この場合、株主割当増資でない限りは

既存株主にとって不利となる。なぜなら、有利発行された新たな株式を割り当てられる株

主は、より安い価格で購入できるためである。その結果、その企業の発行する一株当たり

の価値が下がり、株式市場で取引される株価は下落することとなって、既存株主は損失を

被るのである。従って、有利発行を行うためには、株主総会での特別決議が必要であると

されている。 

 

図表 6-2 主な株式発行（有償増資）の形態 

募集対象に基づく分類 

公募増資 不特定かつ多数の投資家を対象として、株式の購入を募るもの。 

第三者割当増資 特定の第三者を対象として、株式の購入を募るもの。 

株主割当増資 既存株主を対象として、株式の購入を募るもの。 

新株引受権の権

利行使 

新株引受権が行使された結果、その保有者が予め定められた価格で新たに

発行された株式を購入するというもの。 

発行価格に基づく分類 

時価発行増資 発行価格を時価（市場で取引されている価格）に近い価格とするもの。 

有利発行 発行価格を時価から大幅に下回る価格とするもの。 

出所：各種資料より筆者作成 

                                                  
3 資本金を増やすために、株式を発行すること。 
4 日本証券業協会の自主ルールでは、時価に 0.9 を乗じた価格未満の発行価格である場合と

している。 
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6.3 株式の流通市場とは 

株式流通市場とは、既に企業によって発行された株式を投資家間で取引を行うための市

場である。具体的には、投資家が発注した売買注文について証券会社を通じて証券取引所

に集中させた上でなんらかのルールに基づいて取引を成立させて行くという過程が、株式

流通市場に関しての我が国における一般的な解釈である（図表 6-3）。なお、アメリカなど

他国では証券取引所の代わりに私設取引システム5を利用して取引を成立させる場合が多く

見受けられるようになった。我が国においても、僅かではあるがそのような動きが見られ

始めている。 

具体的には、投資家がインターネットや電話などによって売買注文を証券会社へ伝える。

そして、証券会社は売買注文を電子データにして証券取引所へ送信する。証券取引所では、

コンピュータを用いて売買注文の付け合わせを行って取引を成立させるのである。また、

取引が成立した売買注文については、その日から四日目以内に資金と株券を用意して決済

を行なわなければならない。 

 なお、株式流通市場の経済的な意義は株式取引に関わる流動性リスクを低下させること

である。つまり、投資家間で行われる株式の売買を円滑に行うことを可能にするのが目的

なのである。これは、投資家の株式投資に対する意欲を高めるだろう。また、株価の評価

モデルの変数である割引率の中の流動性に関わるリスク・プレミアムの低下が引き起こさ

れる。そして、その結果は株価の上昇につながる。これは、企業にとってより安いコスト

で株式発行による資金調達が可能になることを意味するのである。 

 

図表 6-3 株式の売買注文の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料より筆者作成 

                                                  
5 証券取引所ではなく、有価証券の売買が可能である電子取引システムのこと。主に証券会

社によって開設されている。 
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6.4 株式の売買注文の方法 

 実際に株式取引の注文を行うためには、多くの項目についての情報を決定する必要があ

る。それらは、銘柄コードおよび銘柄名、売り買いの別、価格、数量、市場、執行条件で

ある。 

 銘柄コードおよび銘柄名とは、株式を発行した企業を特定化するための情報である。銘

柄コードとは、日本の証券取引所に上場する企業に対して証券コード協議会が付与してい

る数字 4桁で構成されるものである。また、銘柄名とはその企業の名称である。 

 売り買いの別とは、それが株式の売り付けを意図する注文なのか、買い付けを意図する

注文かを指示するための情報である。 

 価格とは、取引を希望するそれを提示するためのものである。これには、二通りの方法

が存在する。それらは、指値注文と成行注文である。前者は、具体的な取引を希望する価

格を指示するものである。一方、後者は取引を希望する価格の指示を行わないものである。

取引が成立する価格は、その時点で存在する反対注文中の（成行注文が売り注文であれば

買い注文、買い注文であれば売り注文）の最良価格となる。 

 数量とは、取引を希望する株数を提示するための情報である。具体的には、個別企業の

株式毎に単元株式数が決まっており6、注文される株数はそれの整数倍となる。 

 市場とは、取引を希望する証券取引所に関する情報である。株式によっては複数の証券

取引所に上場しているものがあるため、特定化が必要になる。 

 執行条件とは、取引を行うタイミングである。具体的には、発注を行った一日、発注を

行った週、寄り付き7のみ、引け8のみなどがある。 

 

図表 6-4 株式取引を行う際に必要とされる項目 

項目 内容 

銘柄コード 日本の証券取引所に上場する企業に対し証券コード協議会が付与する数字 4

桁のコード 

銘柄名 取引を行おうとする株式を発行した企業の名称 

売り買いの別 売り注文であるか買い注文であるかの指定 

価格 取引を希望する価格または成行（現在、取引可能なものの中で最良の価格を希

望する場合） 

数量 取引を行う株数 

市場 取引を行う市場 

執行条件 取引を行うタイミング 

出所：各種資料より筆者作成 

                                                  
6 単元株式数の減少は取締役会、単元株式数の増加は株主総会の決議事項。 
7 一日の中で最初に行われる取引。 
8 一日の中で最後に行われる取引。 
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6.5 オーダー・ドリブン方式による株式の取引手法 

 売買注文から取引を成立させる方法を取引手法という。取引手法には、オーダー・ドリ

ブン方式とクォート・ドリブン方式がある。前者は、集められた売買注文を定められた手

順に従って取引を成立させるものである。後者は、証券会社が売値と買値を投資家に提示

して取引を行うものである。我が国では、専らオーダー・ドリブン方式が用いられている。 

 なお、我が国のそれは、その手順の違いから板寄せ方式（コール取引）とザラバ方式（連

続取引）に分けられる。前者は前場と後場の最初の取引を行うためのものであり、後者は

それ以外の時点での取引を行うためのものである。なお、付け合わせを行うための基本的

なルールとしては、価格優先の原則と時間優先の原則がある。前者は、成行注文が指値注

文に優先し、指値注文については、相手方にとって条件の良いものから優先して取引が成

立するというルールである。後者は同一価格であれば、発注時間の早い注文のものから取

引が成立するというルールである。なお、板寄せ方式では時間優先の原則が存在しない。 

 

図表 6-5 板寄せ方式とザラバ方式の手順 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：東京証券取引所の資料を利用して筆者作成 

板寄せ方式 ザラバ方式 

 

 

 

注記: 

1.アルファベットは取引参

加者記号の代用。 

2.アルファベットの上の数

字は株数で、単位は 1 単

元の株式数 100 株とする。

3.〇印は呼値の取引参加

者記号及び株数を省略。 

a.成行の売り注文 600 株(H200 株、I400 株)と、成行の買い注文 400 株

(K100 株、M300 株)を付け合わせる。この時点では、成行の売り注文が

200 株残る。  

b.始値を 500 円と仮定して、成行の売注文の残りの 200 株および 499 円

以下の売り注文 600 株(S200 株、R400 株)と、501 円以上の買注文 800 

株(P500 株、N200 株、T100 株)を付け合わせる。 

c.500 円の売り注文 300 株(E 100 株、F 100 株、G 100 株)と、500 円の買

い注文1,000株(A400株、B300株、C200株、D100株)を付け合わせる。

a.M が 500 円で 200 株の買い注文を送ると、

A の 500 円の売り注文 300 株のうち 200 株

と付け合わされる。 

b.N が 1,000 株の成行の買い注文を送ると、

A の 500 円の売り注文の残り 100 株、B の

500 円の売り注文 300 株、C の 501 円の売

り注文 400 株、D の 501 円の売り注文 200

株と付け合わされる。 
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6.6 クォート・ドリブン方式による株式の取引手法 

海外のいくつかの証券取引所においては、クォート・ドリブン方式が取引手法として利用

されている。著名なのは、アメリカのナスダック証券取引所とロンドン証券取引所での一

部である。 

一般的にクォート・ドリブン方式とは、証券会社で自己売買部門に属するマーケット・メ

ーカーがそれぞれ売値と買値に関する気配値を提示して、投資家の取引に応じるという仕

組みである。つまり、マーケット・メーカーは自己勘定を用いて投資家と取引を行うので

ある。従って、マーケット・メーカーにとって、自己で抱える証券および資金の管理が重

要となる。その手段の一つとして気配値の設定は有用であり、マーケット・メーカーの判

断によって逐次変更されて行く。また、気配値は常に売値が買値を上回る。その差がマー

ケット・メーカーの利益となるのである。 

ナスダック証券取引所におけるマーケット・メーカー等による気配値の提示のイメージ

は、図表 6-6 の通りである。ただし、この中には私的取引システム上での最良気配値も含

まれている。これは、USA ネットワーク社の株式の気配値である。MMID がマーケット・メ

ーカーの略称である。Bid はマーケット・メーカーがその株式を購入する価格、Ask はそれ

が販売する価格である。 

 

図表 6-6 ナスダック証券取引所におけるマーケット・メーカーによる気配値の提示 

 

出所：TradingDay.com のホームページ 
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6.7 日本経済新聞の株式関連記事 

 日本経済新聞には、株式に直接的に関係する記事に紙面の多くが割かれている。主なも

のとして、株式市況欄（図表 6-8）と株価欄（図表 6-9）がある。前者は前日の株式市場の

動向について、詳細な解説が行われている。後者は、上場している個別企業の株式それぞ

れについて価格に関する情報を提供している。 

 株式市況欄は、大きく二つの内容に分けられる。一つは、前日の株式市場の動向に関す

る文章による解説である。これは「株式往来」と題されていて、主に東京証券取引所にお

ける取引全体の状況について時間を追って解説するという形態になっている。そして、目

立った動きをした個別の株式に関する情報を説明する記事が続く。それらの記事には株式

市場関係者からのインタビューも加えられており、それによって客観性を高めるよう工夫

されている。 

 もう一つは各種の指標によって、前日の株式市場の動向を浮き彫りにしようとするもの

である。これは、「マーケットシグナル」および「東証・ジャスダックの投資指標」という

名称になっており、「指数・平均株価」、「売買高・売買代金・騰落銘柄数」、「東証・ジャス

ダックの時価総額・利回り・PER・PBR」などで構成されている（図表 6-8）。「マーケットシ

グナル」では主に株価指数を利用して、株価の変動に関する傾向を様々な角度から提示し

ている。「売買高・売買代金・騰落銘柄数」では、売買高および売買代金が株式市場の活況

度合いを示す指標となっている。それらの数字が大きい場合には、株式市場での取引が活

発であることを意味する。「東証・ジャスダックの投資指標」では、前日の株式市場の状態

を示すものである。時価総額は、その株式市場の規模を端的に表している。利回り、PER お 

 

図表 6-7 株式市場の動向を知る上で重要な主要指標 

用語 内容 

株価指数 株式市場全体の株価動向を計測するために作成される指標。 

我が国では東証株価指数と日経平均株価が一般的である。 

東証株価指数は、東京証券取引所第一部上場の株式を対象としており、基本的

に 1968 年 1 月 4 日の時価総額を 100 として現在の水準を算出している。 

日経平均株価は、日本経済新聞社が選んだ東京証券取引所第一部上場の 225

社の株式を対象としており、基本的にそれらの株価の単純平均である。 

売買高 取引された株数。それらを合計したものが、株式市場全体の売買高となる。 

売買代金 株価に、売買高を乗じて算出されたもの。それぞれの株式で売買代金を算出し、

それらを合計したものが、株式市場全体の売買代金となる。 

騰落銘柄数 その日の株式市場で株価が上昇、変わらず、下落した株式数。 

時価総額 株価に、発行済み株式数乗じて算出されたもの。その企業の発行した株式全て

の価値を意味する。それらを合計したものが、株式市場全体の時価総額となる。 

出所：各種資料より筆者作成 
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よび PBR は、企業の財務データから見た株価の水準を評価するものである。ここでは集計

したものを掲載しており、株式市場全体の株価水準の度合いを知る上で重要な情報となっ

ている。 

 

図表 6-8 日本経済新聞（株式市況欄） 

 

 
 

出所：日本経済新聞 

前 日 の 株 価 指

数、出来高など

主要指標の値 

前日の株式市場に関

する解説 

前 日 の 株 価 の 水

準を評価するため

に利用される指標

の値 
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 株価欄では、個別企業の株式の前日（前週）における株価が掲載されている（図表 6-9）。

具体的には、株式毎に四本値が見られるようになっている。なお、四本値とは、その日（そ

の週）の中での始値、高値、安値、終値である。始値とは、その日（その週）で最初に取

引された価格である。高値とは、その日（その週）における取引で付いた価格の中で最も

高いものである。安値とは、その日（その週）における取引で付いた価格の中で最も安い

ものである。終値とは、その日（その週）で最後に取引された価格である。それに加えて、

その株式についてその日（その週）の中で取引が行われた数量を表す売買高も載せられて

いる。 

 

図表 6-9 日本経済新聞（株価欄） 

 

出所：日本経済新聞 

 

5.A ニューヨーク証券取引所の成立（付録 A） 

アメリカにおける当初の集団的な証券取引は、自然発生的にニューヨークのウォール・ス

トリートの歩道（カーブ）において行われるようになった。ただし、取引のためのルール

などは十分に定められていなかった。そこで、ウォール・ストリート 68 番地のスズカケの

木の下に 24 人のディーラーと商人が集まり、取引ルールや手数料などが決められた。これ

は「スズカケの木の協定」と呼ばれ、組織だった取引メカニズムの創設と評価され実質的
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なニューヨーク証券取引所の開設と位置付けられている。なお、最初にニューヨーク証券

取引所で取引されたのはバンク・オブ・ニューヨークの株式とされる。 

ただし、その後も歩道上での取引が続いたが、トンチン・コーヒーハウスの会議室でも行

われており、そこがニューヨーク証券取引所の正式な開設場所となった。ニューヨーク証

券取引所で取引できるのは会費を払った会員のみである。非会員は引き続きウォール・ス

トリートの歩道で取引を続けていた。 

 

図表 5-A-1 カーブ・ブローカーズ 

出所：Time Shutter 

(http://www.timeshutter.com/image/broad-street-curb-brokers-new-york) 

 

 

 

 

 

 


