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はじめに
　資本政策とは、一般的に株式移動、第三者割当増資、株式分割、新株予約権発行および組織再編等の手
法により、資金調達、財務構造の見直し、インセンティブプラン、創業者利潤（既存株主による投下資本の回
収）等といった目的を実現させるために策定します。加えて、株式上場を前提とする場合は、発行済株式数、
株主数、株主構成、純資産額、1株当たりの当期純利益といった指標等を変動させることにより、取引所が定
める上場審査形式基準の充足、安定株主対策、上場までの株価推移等もあわせて検討することが必要となり
ます。
　資本政策は、実行すると元に戻すことは困難であるため、慎重に検討する必要があるとともに、事業計画、各
種諸法令および諸規制等を総合的に勘案し、かつ既存株主や投資家の考えも考慮して策定することが重要で
す。今回は、株式上場で検討する資本政策において押さえておくべき主な留意点について、解説します。

　株式上場までと株式上場時の資本政策の実行により株主構成は大きく変わることになるため、上場準備の

過程では将来の株主構成を想定した資本政策を立案することが重要です。また、株主に関しては、その属性、

株主となった理由および条件などを審査プロセスで確認されるため合理的な理由を整理する必要があります。

なお、株式上場における資本政策で留意すべき主な事項は以下のとおりです。

①成長戦略のための必要資金の調達

　株式上場後は株式市場での公募増資などの手法により、投資家から直接資金を調達することができますが、

上場前は銀行からの借り入れ等の間接金融を中心としながら、特定の投資家からの第三者割当増資等により

資金調達を行います。株式上場までの資本政策を立案するにあたっては、株式上場までに必要となる資金、

必要資金のうち銀行借り入れ等でまかなうことのできる金額、第三者割当増資等により特定の投資家から調達

する場合の引受先となる個人･法人を探すことと金額等を慎重に検討することが必要です。

　株式上場までに必要となる資金を算出するには事業計画が必要となりますが、成長戦略実行のために必要

となる資金を見積もることになるため、資本政策と事業計画は一つのものとして考えることが必要です。事業

計画が綿密に策定されていないことにより資金不足となり、追加増資のため想定していた安定株主比率が低

下するなどといったことが発生しないように留意することが重要です。

　また、第三者割当増資を引き受ける投資家は、未上場企業に出資するというリスクを前提に出資額以上の

回収を見込んでいるため、投資契約等の締結を通じて経営活動に相応の影響力を行使してくることは念頭に

おく必要があります。

②安定株主対策

　経営の最重要事項は株主総会決議によりなされるため、安定的に経営をしていくためには経営活動に賛同

する株主で一定の議決権を確保する必要があります。資本政策を実行する過程で、経営者一人が一定の議決

権を確保することは困難であり、経営者に賛同してくれる株主を確保することが重要です。

　上場後は当然のことながら、上場前であっても第三者割当増資等により安定株主比率は低下するため、資

本政策を考える上で安定的な経営活動を推進するためにも安定株主比率も十分配慮する必要があります。

③上場までおよび上場時の想定株価

　上場前の第三者割当増資、株式移動、ストック・オプション発行の際には、株価を算定する必要があります。

上場までに業績が順調に右肩上がりで推移している企業の株価は当然のことながら右肩上がりになります。資
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本政策の立案にあたっては上場時の想定株価を前提にして、上場時期が近づくほど株価が上昇することも考

慮する必要があります。また、証券会社・取引所の審査プロセスでは上場までの資本政策実行時の株価の根

拠資料が審査対象となるため、企業とは独立した第三者からの株価算定書を準備しておく必要があります。

④役職員に対するインセンティブ

　一般的なインセンティブプランとしては従業員持株会やストック・オプションがあります。従業員持株会は拠

出金を給与天引きで積み立てることで、従業員の財産形成につながりますので、福利厚生としての要素が強い

制度になります。

　ストック・オプションは上場後に権利付与時の時価で株式を取得する権利を与えるもので、対象者は役職員

に加えて、外部関係者にも付与することができる制度です。付与者は上場後に権利行使するまでは金銭的負

担が一切ないため、低いリスクでキャピタルゲインを得ることが可能となり、モチベーション向上にもつながる

制度です。特定の役職員に企業の裁量で自由に与えることができるため、各対象者に対する付与数を検討す

る必要がありますが、業績貢献や企業規模拡大に寄与する可能性のある人に与えるというのが一般的な考え

方です。なお、直前々期（上場期の 2期間前）以降のストック・オプションの付与に関しては、有価証券届出書

（目論見書）に付与者名と付与数が全て開示されるため、結果として役職員間の不公平感をあおりモチベー

ション低下につながるリスクも考慮する必要があります。

⑤上場形式基準･上場前規制の充足

　直前々期以降上場日までの株式移動、第三者割当増資およびストック・オプションなど資本政策の実行内容

に関しては開示義務があり、また直前期（上場期の 1期間前）以降の第三者割当増資やストック・オプションに

は継続保有義務があることにも留意が必要です。

直前々期 直前期 　　　　申請期以降

第三者割当増資

株式移動

新株予約権

上場承認
前日※1

上場日
前日

上場日後
6カ月

開示対象期間※2

開示対象期間※2

開示対象期間※2

継続保有期間（ストック・オプション）

継続保有期間（新株予約権）※3

継続保有期間※3

※1 実質的な資本政策の実行期限は審査手続きの関係上上場承認前日となりますが、有価証券届出書（目論見書）の印刷会社への校了時期を考慮する
と、上場承認日の1週間前が実務上の期限となります。

※2 開示対象期間に実施した資本政策の内容が有価証券届出書（目論見書）に開示されることになります。
※3 上場日以後６カ月間を経過する日が割当もしくは付与から１年間経過していない場合は、割当もしくは付与から１年間経過する日までが継続所有期

間となります。

　また、取引所が定める形式審査基準では市場ごとに流通性の基準があるため、上場規則に従い公募・売り

出しを行う必要があります。これは投資者の売買が円滑に行われるためには、相応の流動性が必要との考えに

基づくものですが、一定の大株主や役員など特定の者以外の流通性が認められる株式の下限が設定されてい
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　経営者としては、安定的な経営活動を上場後も継続するために上場前の資本政策から一定の安定株主比率

を維持しながら、必要資金の調達と引受先を検討することが必要となります。なお、安定株主の定義について

は、各企業の状況や経営者の考え方によって異なります。株主の属性としては大きく以下の①～⑥が考えられ

ますが、一般的に番号が大きくなるほど安定性は下がる傾向にあります。

①オーナーおよび親族（財産保全会社を含む）

　株主の属性の中で最も安定度が高い株主となります。当該株主のみで必要な議決権を確保できれば、上場

後も安定した株主総会運営を行うことができると考えられます。

②役員

　共同経営者や創業時もしくは社歴が浅い段階からの役員で経営者からの信頼度が高い株主も安定株主とし

て認識されます。一方で、退職時にはその保有する持株を処分する可能性もあり、長い目でみると安定株主で

なくなるリスクはあります。

③従業員持株会、従業員

　従業員や従業員持株会は長期的な財産形成・福利厚生を目的としたものであるため、一般的には安定株主

と考えられます。しかし、昨今は終身雇用に対する考えの変化から早々に売却するケースも多く安定性は①②

と比較して高いとはいえません。

④取引先、金融機関等

　取引先は、業務提携先など親密な関係にあれば安定性は高いですが、業務提携の関係や提携先の業績に

よっては売却するリスクはあります。また、金融機関は昨今株式の持ち合い解消が進み安定株主としての安定

性は低い傾向にあります。なお、取引先との資本業務提携はストラテジックパートナーとして企業の成長性を

高めると投資家が認識することにより企業価値が高まる可能性があり、エクイティストーリーを策定する際の検

討項目にもなります。

⑤友人、知人

　経営者の知人や友人が株主になるケースがありますが、安定性は経営者との関係によってさまざまです。個

人株主との関係が悪化することにより株式の売却や株主の権利を利用したさまざまな対応を企業に求めるなど

のリスクが発生する可能性があります。また、反社会的勢力の排除という観点で個人株主に対する調査は困難

なため、付与にあたっては慎重な対応が求められます。

2│想定される安定株主の属性と安定性

るため、安定株主対策や所要資金の調達とのバランスを保ちながら、選択する市場に応じた資本政策が必要

となります。東京証券取引所の流通性に関する基準は下表のとおりです。 

東京証券取引所

本則市場（市場第二部） マザーズ JASDAQスタンダード JASDAQグロース

流通株式
（上場時見込み）

a.	流通株式数
	 4,000単位以上
b.	流通株式時価総額
	 10億円以上
c.		流通株式数（比率）　
	 上場株券等の30%以上

a.	流通株式数
	 2,000単位以上
b.	流通株式時価総額
	 5億円以上
c.	 流通株式数（比率）
	 上場株券等の25%以上

a.	 公開株式数	公募又は売
出し株式数が上場株式数
の10%又は1,000単位の
いずれか多い株式数以上

b.	 浮動株時価総額
	 5億円以上

同左

* 流通株式とは、上場申請に係る株式のうち、大株主及び役員等の所有する株式並びに申請会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど
流通可能性が認められない株式を除いた株式をいいます。
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　今回は、株式上場に関連した資本政策の留意点を解説しましたが、資本政策は企業で策定された事業計画

を達成するための一要素です。企業の成長戦略を策定し、その成長戦略の実現のために必要となる資金や

パートナーを検討することから、事業計画達成の手段として機能することとなります。また、資本政策は上場審

査においての確認事項となるとともに、実行時期によっては投資家への開示対象となるため、株主の属性、株

主となった理由・条件は整理しておく必要があります。

　株式上場を検討する上では、本編で解説したような留意点を押さえて資本政策を検討していくことが必要と

なります。

4│おわりに

冨田 典義 （とみた のりよし）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 マネージャー
大手証券会社でIPOコンサルティング及び引受業務に従事。上場準備の
ための利益計画策定・予実管理・コーポレートガバナンス体制整備・内部
統制構築等に関するコンサルティング業務に数多くの経験を有する。
メールアドレス：noriyoshi.tomita@pwc.com

PwC IPO│資本政策

　資本対策ではいろいろな手法を使うことになりますが、各手法にはそれぞれ特徴があり、その効果も異なり

ます。代表的な資本政策の手法は以下のとおりです。

①株式譲渡

　株式譲渡は既存株主が保有する株式を他者へ移動させる手法です。定款で譲渡制限を定めている取締役

会設置会社は、取締役会決議の承認が必要です。発行済株式の移動のため総数を増加させずに、株主の持

株比率を変動させる効果があります。

②第三者割当増資

　第三者割当増資は、特定の第三者に新株を発行する手法で、会社法上の公開会社以外では株主総会の特

別決議の承認が必要です。第三者割当増資により企業には資金が払い込まれ、発行済株式が増加するため、

既存株主の持株比率は変動します。

③株式分割

　株式分割は、発行済株式を一定割合で分割し既存株主に持株比率に応じた新株を発行する手法です。株式

数は増加しますが資金の払い込みはなく、資本金も変化しません。一般的に株式分割は株式上場直前に、株

価を調整し、市場流通性を高めるために行われます。

3│資本政策の手法

　資本対策ではいろいろな手法を使うことになりますが、各手法にはそれぞれ特徴があり、その効果も異なり

ます。代表的な資本政策の手法は以下のとおりです。

①株式譲渡

　株式譲渡は既存株主が保有する株式を他者へ移動させる手法です。定款で譲渡制限を定めている取締役

会設置会社は、取締役会決議の承認が必要です。発行済株式の移動のため総数を増加させずに、株主の持

株比率を変動させる効果があります。

②第三者割当増資

　第三者割当増資は、特定の第三者に新株を発行する手法で、会社法上の公開会社以外では株主総会の特

別決議の承認が必要です。第三者割当増資により企業には資金が払い込まれ、発行済株式が増加するため、

既存株主の持株比率は変動します。

③株式分割

　株式分割は、発行済株式を一定割合で分割し既存株主に持株比率に応じた新株を発行する手法です。株式

数は増加しますが資金の払い込みはなく、資本金も変化しません。一般的に株式分割は株式上場直前に、株

価を調整し、市場流通性を高めるために行われます。

⑥ベンチャーキャピタル

　ベンチャーキャピタルは高いリターンを目指してアグレッシブな投資を行い、資金を投下すると同時にハンズ

オンにより投資先企業の価値向上を図り、その保有株式を売却することで収益を得るため、上場後は短期間で

売却するなど株主としての安定性は低いといえます。
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