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■１．はじめに

　欧米においては公募増資を行うにあたっ

て、公募株式が証券取引所で取引を開始する

までの発行プロセスについて様々なものが用

いられている。その中でも欧米で最も利用さ

れているのは、我が国で一般的なフル・マー

ケティング方式でなく、アクセラレーティッ

ド・ブックビルディング方式である。アクセ

ラレーティッド・ブックビルディング方式は、

多くの発行会社にとって、より低コストでの

公募増資を可能にするとされる。

　さて、本稿では欧米において利用された発

行プロセスのここ20年間の変遷を眺め、現時

点で主流になっているアクセラレーティッド

・ブックビルディング方式について説明する。

続いて、実証研究に関してであるが、アクセ

ラレーティッド・ブックビルディング方式を

利用して公募増資を実施した場合のコストを

他の発行プロセスのそれと比較したもの、ど

のような発行会社にとってより有利なのかに

ついて検証したものをそれぞれ紹介する。そ

して、我が国においてアクセラレーティッド

・ブックビルディング方式を普及させるため

の方策を探ることで結びとする。
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■２．欧米における公募増資に
関わる発行プロセス

⑴　変化する発行プロセス

　我が国だけでなく欧米の企業にとっても、

公募増資は重要な資金調達手段である。欧米

においては公募増資を行うにあたって、公募

株式が証券取引所で取引されるまでの発行プ

ロセスについて様々なものが利用されてい

る。ここで言う発行プロセスとは、公募増資

を実施するための発行登録を行った後に実際

に株式を発行して取引されるまでの手順を指

している。欧米におけるここ20年間の特徴と

して挙げられるのは、フル・マーケティング

方式だけでなく、様々な発行プロセスが新た

に登場して用いられるようになってきたこと

であろう。なお、フル・マーケティング方式

とは、公募増資に関する発行登録および公表

後に数週間にわたるマーケティング期間を設

けた上でブック・ビルディングを行って公募

価格を決定した後に株式の発行および取引を

開始するというものである。

　1990年代以降の米国および欧州での公募増

資に利用された発行プロセスの割合の推移を

眺めてみよう（図表１）。これによると、傾

向はそれぞれであるがいずれも大きく変化し

ていることが見て取れる。米国においては

1990年代前半時点でフル・マーケティング方

式のみが用いられていたが、他の方式の利用

が増大した結果として３割程度まで縮小して

しまった。一方、欧州でも発行プロセスの主

流が当初のフル・マーケティング方式からラ

イツ・オファリング方式へと一時的に移った

ものの、現状における両方式の割合は低下し

ているという状態になっている。そして、米

（注）
RI  ：ライツ・オファリング方式（Rights Issue)
Bought  ：ボート・ディール（事前買い受け）方式（Bought Deals）
Fully  ：フル・マーケティング方式（Fully Marketed）
Acc  ：アクセラレーティッド・ブックビルディング方式（Accelerated Bookbuilt Offerings）
（出所）Krakstad［2013］

（図表１）変化する公募増資の発行プロセス
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国および欧州のいずれにおいても現時点で最

も利用されている発行プロセスは、2000年以

降に急増したアクセラレーティッド・ブック

ビルディング方式となっており、半数を超え

る割合を占めるまでに拡大している。なお、

我が国の公募増資において用いられる発行プ

ロセスについては、未だフル・マーケティン

グ方式が全てであるといっても過言でない割

合を占める状態が続いている。

⑵�　アクセラレーティッド・ブックビ

ルディング方式とはなにか

　アクセラレーティッド・ブックビルディン

グ方式とは、事前に公募株式を購入する投資

家を見出した上で公募増資実施の公表とほぼ

同時に証券取引所での取引を開始するという

発行プロセスのことである（図表２）。米国

の場合を例にとってもう少し詳細に説明する

と以下の通りとなる。①公募増資を行おうと

する会社は、一括登録制度に基づく登録届出

書を証券取引委員会に提出する。これによっ

て、証券会社による取得勧誘行為が認められ

るようになる。なお、登録届出書では、発行

価格や発行株式数等の記載事項の一部を省略

することが可能である。また、登録届出書の

有効期限は３年間となっている。②プレヒア

リングを行う。プレヒアリングとは、公募増

資実施の公表に先立ち、引受証券会社が特定

少数の機関投資家に対して発行会社および公

募増資に関する情報を極秘に提供し、当該公

募増資実施の判断の前提となるマーケティン

グを行うことである。③省略されていた記載

事項への記入等を行った修正登録届出書を証

券取引委員会に提出すると同時に公募増資の

実施を公表する。④ブック・ビルディングを

実施して公募価格および公募株式の配分を決

定する。⑤公募株式が上場して取引が開始さ

れる。そして、最終届出書を提出する。とい

った具合のものである。

　続いて、アクセラレーティッド・ブックビ

ルディング方式の利点であるが、いくつか挙

げられる。最初に指摘されるのが、発行会社

（出所）各種資料より筆者作成

（図表２）アクセラレーティッド・ブックビルディング方式の手順

一括登録制度による登録届出書
（コア・プロスペクタス）の登録

プレヒアリングの実施

公募増資実施の公表

取引開始

１－２日間

修正登録届出書（プレリミナリー・
プロスペクタス）の登録

ブック・ビルディング

最終届出書の発行、公募価格の
決定、配分
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が機動的に公募増資を行うことが出来るとい

うものである。それまで一般的であったフル

・マーケティング方式では、公募増資の実施

の公表から公募価格決定まで２週間程度の期

間が必要とされていた。一方、プレヒアリン

グを行う必要はあるものの、アクセラレーテ

ィッド・ブックビルディング方式ではそれが

１日程度に抑えられることから、発行会社が

短期間で資金を得られる傾向にあると言え

る。また、フル・マーケティング方式と比較

すると、既存株主が負担するコストを低減さ

せられると言われている。このコストという

のは、主に割引率やアンダー・プライシング

によるものである。割引率とは、公募価格が

その株式の前日終値と比較してどの程度割り

引かれて決定されたかを示すものである。ア

ンダー・プライシングとは、公募増資の公表

後から公募株式の上場までに株価が下落する

度合いを指すものである。前者は希薄化を通

じて間接的に、後者は株価下落を通じて直接

的に株主が保有する価値を毀損すると考えら

れる。

■３．アクセラレーティッド・
ブックビルディング方式に
関する実証研究

⑴�　発行会社や既存株主が負担するコ

ストに対する推計

　さて、欧米で今や主流となったアクセラレ

ーティッド・ブックビルディング方式である

が、その性質について様々な観点から実証研

究が行われている。以下では、アクセラレー

ティッド・ブックビルディング方式等を採用

した場合の既存株主が負担するコストに対す

る推計を行ったBortolotti et al.［2008］、発

行会社がいくつかの発行プロセスの中からア

クセラレーティッド・ブックビルディング方

式を選択する上での基準を見出そうとした

Gao and Ritter［2010］について紹介したい。

　ここ10年間でアクセラレーティッド・ブッ

クビルディング方式が普及したのは、既存株

主が負担する様々なコストがこれまでより低

減するためであると言われている。それを確

かめるべく、Bortolotti et al.［2008］では、

アクセラレーティッド・ブックビルディング

方式を始めボート・ディール方式（注１）など

公募増資の実施の公表から公募価格決定まで

の期間を大幅に短縮することの出来るものを

アクセラレーティッド・トランザクション方

式と総称した上で、既存株主が負担するコス

トに関してその方式とそれ以外のフル・マー

ケティング方式などを採用した場合について

の比較を行っている。

　具体的にBortolotti et al.［2008］では、

1991年から2004年までの間に全世界で実施さ

れた公募増資案件を対象とし、既存株主が負

担するコストを割引率およびアンダー・プラ

イシングと特定化してそれらに関する推計を

行っている。また、これらコストに対して影

響を及ぼすと想定される公募増資の金額や実

施される地域といったその他の要因を除外出
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来るように工夫をしている。つまり、発行プ

ロセスの違いによって生じる差異を純粋に取

り出そうとしているのである。さて、検証結

果であるが、アクセラレーティッド・トラン

ザクション方式を採用した公募増資の場合、

その他の方式を用いたのと比較して、割引率

およびアンダー・プライシングともに有意に

低くなることが判明した。つまり、市場関係

者などが抱いていたイメージ通りだった訳で

ある。

⑵�　発行プロセスを選択するための発

行会社の基準を考える

　ただし、全ての公募増資がアクセラレーテ

ィッド・ブックビルディング方式を通じて行

われている訳ではないのも確かである。米国

においても未だにフル・マーケティング方式

を利用する場合が少なからず存在している。

発行プロセスのいずれかを選択する基準とは

なんであろうか。Gao and Ritter［2010］では、

その基準についての仮説を設けた後にそれを

計量的な手法で検証するという手順を踏むこ

とによって、答えを見出そうとしている。

　まず、Gao and Ritter［2010］は、特定少

数の機関投資家と行ったプレヒアリングの感

触等において、発行価格の下落（言い換えれ

ば割引率の上昇）が大きくないと想定される

のであれば、アクセラレーティッド・ブック

ビルディング方式を選択するであろうと考え

た。もう少し厳密にこれを表現すると、発行

価格の下落とフル・マーケティング方式の採

用によってもたらされる様々なコストの増加

分を比較検討した上で前者が後者よりも小さ

いと予想されるのであれば、アクセラレーテ

（出所）Gao and Ritter［2010］より筆者作成

（図表３）Gao�and�Ritter［2010］の基本的な考え方

発行済株式数

公募株式数

株価

P1

X1 X2

P2

P＊

投資家の需要曲線
（アクセラレーティッド・
ブックビルディング方式）

投資家の需要曲線
（フル・マーケティング方式）

座標（X2、P
＊）、座標（X2、P2）間の距離がフル・マーケティング方式

を選択した場合の１株当たりのコスト超過分を下回るならアクセラレー
ティッド・ブックビルディング方式を選択する方が合理的である。
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ィッド・ブックビルディング方式を選ぶとい

うことである（図表３）。以上からGao and 

Ritter［2010］は、①公募増資予定企業の株

式に対する需要により弾力性がある（公募増

資による株式数の増加によってあまり株価が

下落しない）なら、アクセラレーティッド・

ブックビルディング方式が選択される。②公

募増資額がより小さくなれば、アクセラレーテ

ィッド・ブックビルディング方式が選択される。

という仮説を導き出して検証を行っている。

　この仮説について、Gao and Ritter［2010］

は1996年から2007年までに行われた米国企業

による公募増資案件3,276件のデータを用い

て検証を行っている。この検証結果によると、

①流通市場における流動性が高い。②株価指

数との裁定取引が行いやすい。③機関投資家

の保有比率が高い。④時価総額が大きい。⑤

公募増資による発行額が小さい。⑥担当アナ

リスト数が多い。といった特徴を有する会社

がアクセラレーティッド・ブックビルディン

グ方式を選択する傾向にあることがわかっ

た。①から③は流通市場における様々な観点

から見た株式需給の状態を示したもので、そ

れらが良好な企業がそのような傾向にあると

いうことであろう。④と⑥は、公募増資を行

う会社が良く知られているということを意味

していると考えられる。従って、マーケティ

ングを行う必然性があまり無いと解釈されよ

う。当然ながら、⑤は株式需給を悪化させる

規模が小さい会社はアクセラレーティッド・

ブックビルディング方式を選ぶというように

理解される。以上の検証結果に基づいて、仮

説を支持出来ると結論付けた。

　従って、新たな発行プロセスとして登場し

たアクセラレーティッド・ブックビルディン

グ方式は、全ての公募増資にともなうコスト

を低下させる訳ではなさそうである。けれど

も、ある基準を満たす発行会社がアクセラレ

ーティッド・ブックビルディング方式を利用

すれば、これまでよりも低コストで公募増資

が実施出来ると考えられる。つまり、発行プ

ロセスについて選択の幅が広がったことに意

義を求めることが出来よう。

■４．我が国におけるアクセラ
レーティッド・ブックビル
ディング方式の実現可能性

　さて、我が国の公募増資において、アクセ

ラレーティッド・ブックビルディング方式の

役割は高まるのであろうか。この問いに対し

ては、現状では困難であると答えざるを得な

いだろう。最初の理由としては、我が国の株

式市場に横たわる根本的な問題が挙げられ

る。つまり、機関投資家の存在感が小さいこ

とである。もう１つは、アクセラレーティッド

・ブックビルディング方式を利用するための

制度整備が十分になされていないことである。

　前述した通り、アクセラレーティッド・ブ

ックビルディング方式を実施するためには、

実効性のあるプレヒアリングが不可欠であ

る。しかしながら、機関投資家の存在感が小
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さいことがそれを困難にしてしまうと考えら

れる。従って、プレヒアリングを通じて公募

株式に対する十分な需要を掘り起こすことは

不可能となる可能性が高い。我が国経済の活

性化と公募増資等のあり方分科会［2013］で

指摘される通り、欧米における大型公募増資

案件の機関投資家への配分割合が70〜80％で

あるのに対して、我が国の場合は個人投資家

以外へのそれが20〜30％にとどまっていると

いう現状なのである。ある意味、欧米におい

ては、機関化現象の進展とともにアクセラレ

ーティッド・ブックビルディング方式の普及

がなされてきたと推察される。それが道半ば

の我が国では、未だ機が熟していないと判断

するべきであろう。

　続いて、テクニカルな問題ではあるが、さ

らなる制度整備も必要になると考えられる。

その具体的な内容としては、国内プレヒアリ

ングおよび包括的発行登録（注２）の導入が挙

げられる。前者については、我が国経済の活

性化と公募増資等のあり方分科会［2014］に

よると「今後、国内プレヒアリングの導入に

当たっては、日証協自主規制部門においてイ

ンサイダー取引防止の観点からも必要な措置

が検討されるべきである。」とされている。

一方、後者については、我が国経済の活性化

と公募増資等のあり方分科会［2014］で検討

の方向性（注３）を示している。いずれにせよ、

機関化現象の一層の進展が待たれるところで

あり、その間に十分時間をかけて制度整備を

するべきであると考える。

■５．おわりに

　我が国の株式市場の主要プレーヤーが必ず

しも機関投資家で無いことが、低コストの公

募増資を可能とする発行プロセスの実施を阻

む一因になっていると指摘することとなった。

機関投資家が公募増資への参加を躊躇する理

由としては、発行会社との意思疎通が十分に

行われていないという点が挙げられよう。そ

れを解消するためには、コーポレート・ガバ

ナンスの強化が重要なテーマとなる。我が国

経済の活性化と公募増資等のあり方分科会

［2014］においても、日本版スチュワードシッ

プコードに言及している（注４）。ここでは大

規模希薄化増資への対応として重きが置かれ

ているが、原則３（注５）および原則４（注６）

は機関投資家と発行会社の相互理解を深める

ためのものである。このような取組みは、我

が国においても機関化現象を進展させる一助

となり、低コストの公募増資を実施出来る環

境を整えることになろう。

（注１）  事前買い受け方式とも言う。発行会社が公募株

式を売却する証券会社をブック・ビルディングによっ

て選び、それを買い受けた証券会社が公募増資の実施

を公表した後に公募株式を投資家に売却するという方

式である。なお、公募増資の実施の公表から上場まで、

ほぼ１日となるのが通常である。

（注２）  一括登録制度に基づく登録届出書において、株式、

社債等の証券の種類毎の発行予定額や発行予定総額

（発行会社に関する条件有）の省略を可能にする制度。
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（注３）  我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科

会［2014］では、「今後包括的発行登録制度の導入に

ついて検討が再開される場合には、 例えば、米国にお

いて Universal Shelf Registrationの導入により、株式、

社債等の証券の種類毎に発行予定額を登録する必要が

なくなったこと、また、2005年にWKSI（Well−Known 

Seasoned Issuer）については発行予定総額すら開示せ

ずに登録できることになったことによる投資者保護上

の影響等を踏まえ、検討がなされるべきである。」と

なっている。

（注４）  我が国経済の活性化と公募増資等のあり方分科

会［2014］21から22ページ。

（注５）  機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向け

てスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該

企業の状況を的確に把握すべきである。

（注６）  機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的

を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を

図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
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