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ⅰ 資産価格の決定（asset pricing）

イントロダクション

・株主が経営者に期待すること

⇒企業価値の最大化

→端的に言うと株価の最大化

⇒株価を上げるにはどうすればよいのだろうか？
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⇒株価を上げるにはどうすればよいのだろうか？

→そのためには、株価の決定メカニズムを知る必要がある

→株価は当該企業の経営者が決めるものではない

→株価は多くの投資家の行動の結果として市場で決められる

⇒株式市場の均衡

→“asset pricing”：株価の決定に関する理論と実証

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅱ 金融・財務（finance）

イントロダクション

・企業行動の分析に必要な知識

① 投資家（株主や社債権者）の行動原理

② 個々の投資家の行動結果としての資産価格の決定メ
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カニズム（資産市場の均衡）

③投資家の行動原理と資産市場の均衡を踏まえた時の

個別企業の経営者の行動原理

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

⇒金融経済学：上記①～③を研究領域とする

→財務にかかる企業の意思決定（経営財務）の分析基盤

イントロダクション

・金融経済学（financial economics）

⇒「ファイナンス」と呼ばれるミクロ経済学の一分野

⇒「資産市場論（asset pricing）」と「企業財務論（cor-

ⅱ 金融・財務（finance）
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porate finance）」との2分野に大別

⇒資産市場論･･･資産の価格決定を議論

①投資家の意思決定 → ②資産市場の均衡

⇒企業財務論･･･個別企業の財務戦略を議論

②資産市場の均衡 → ③企業経営者の意思決定

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

イントロダクション

・キーワードは「キャッシュフロー」

⇒経済主体の行動･･･キャッシュフローの制御

→将来に亘るキャッシュフローのバランスを維持

→キャッシュフローのバランスが崩れる危険（リスク）を制御

ⅱ 金融・財務（finance）
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→キャッシュフローのバランスが崩れる危険（リスク）を制御

→リスクの本質＝不確実性

⇒資産市場の意義･･･キャッシュフローの価格付け

→キャッシュフローの時間価値 →現在価値→安全利子率

→キャッシュフローのリスク価値→ハイリスク・ハイリターン

⇒学問領域･･･工学に属すと言う人もいる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅲ 本講義の目的

イントロダクション

・投資家の行動原理と行動基準を考える

⇒期待効用最大化原理

⇒平均・分散効率性

種類 資産価格 デ を導出する
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・2種類の資産価格モデルを導出する

⇒均衡モデル

⇒無裁定モデル

・資産価格モデルのパフォーマンスを理解する

⇒CAPMとアノマリー

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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ⅲ 本講義の目的（シラバスより）

イントロダクション

・本講義では、証券投資と資産価格の決定に関す

る標準的な理論を解説し、PC演習を適宜行う

・本講義は3つのゴールを予定している
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（1）現代投資理論（MPT）に基づくポートフォリオ選択

（2）標準的な資産価格モデル（CAPM）の導出

（3）CAPMを用いた株価評価のケース・スタディ

⇒メインは（1），進捗によっては（2）（3）は一部省略

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅳ 本講義のゴール（1）

イントロダクション

・MPTに基づくポートフォリオ選択

⇒PCを用いたケース・スタディ

    キャッシュフローwの期待値μw

8「ファイナンスA」資料（中島英喜）

      キャッシュフローwの標準偏差σw

実行可能領域

市場の効率的フロンティア

X

Y

投資家の無差別曲線
投資家の最適行動
（最適ポートフォリオ）

S

接点ポートフォリオ

・稲作モデルにおける資本市場の均衡

⇒A氏の種籾10kgを，B氏が半年で40kg±αに殖やす

ⅳ 本講義のゴール（2-a）

（16－D）kg±α

イントロダクション

【総生産】
40kg±α

（αは平均ゼロ）

【労働報酬】
24kg→B氏

【資本報酬】
16kg±α 【時間報酬】：Dkg→A氏

【リスク負担報酬】

（16 D）kg±α
A,Bともリスク回避的

なら → D<16

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・資本市場線（CML）と証券市場線（SML）

⇒リスクの分類･･･リスクプレミアムが期待できるか否か

ⅳ 本講義のゴール（2-b）

イントロダクション

    資産の期待リターン（μ）
市場ポ トフ リオ

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

市場ポートフォリオの期待リターン μM

      資産のベータ（β）
    １ 

証券市場線

市場ポートフォリオ

 安全利子率 r S

・バランスシートに基づく株価の評価

⇒キャッシュフロー（Requity）の複製・置換の方法
Requity ⇒ Rreplication＝（30×rM）＋（ ）

→右辺第1項のCF・・・ を金額にして 購入

イントロダクション

ⅳ 本講義のゴール（3）
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右辺第 項 を金額 購入

→右辺第2項のCF・・・ を金額にして 発行

（＝資金 を → × %＝ ）

→合計で必要になる資金＝ .

→資金 があれば、株主に帰属するCF（Requity）を複製・置換で
きる

→株主が保有する資本の価値＝ .

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅳ 本講義のゴール

イントロダクション

・ゴール（1～3）に必要な知識

① 投資家の行動原理：期待効用最大化

② 基本統計量の定義：期待値，分散，共分散
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③ PCの活用：Excelの基礎

・いずれも難しい訳ではない

⇒ ただし，ある程度の慣れが必要

⇒ 大事なのは基本と実行 （手を動かすこと）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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ⅴ 本講義の進め方

イントロダクション

・最初に基本的な事実と問題設定を確認する

①資産市場と株式会社の意義と歴史を概観する

②投資に関する基本用語と問題設定を解説する

次に投資家の意思決定を考える
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・次に投資家の意思決定を考える

③簡単な世界（稲作モデル）の市場均衡を考える

④個人の投資行動（意思決定）を一般化する･･･MPT

・最後に資産市場の均衡を考える

⑤個人がMPTに従うときの市場均衡を考える･･･CAPM

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

イントロダクション

回 内容

1 イントロダクション、基本的な用語の定義

2 キャッシュフローの価格付け、資産市場と株式会社の役割

3 確実な世界における金利の決定

4 株式投資と効率的市場仮説

5 株式投資リターンの統計的分析

確実性 意 決定と期待効 仮説

ⅴ 本講義の進め方（予定）
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6 不確実性下の意思決定と期待効用仮説

7 稲作モデル（1）

8 稲作モデル（2）

9 期待効用最大化原理とポートフォリオ選択

10 MPTと分離定理

11 等質期待仮定と資本市場線

12 CAPMと証券市場線、CAPMの実証

13 完全市場における株価の評価

14 (予備)

　（注：日程、内容ともに変更の可能性あり．講義の中で案内する）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/~nakashima/FEM/

・下記の資料を上記HPに適宜アップロード

①講義に用いるスライド（pdfファイル）

ⅵ 「ファイナンスA」のホーム・ページ

イントロダクション
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①講義に用いるスライド（pdfファイル）

⇒【必須】各自出力して講義に臨むように

②講義のデモ用データ，Q&A，他

⇒適宜ダウンロードして利用するように

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅶ 成績評価など

イントロダクション

・成績評価（予定）

⇒レポート（複数：計80%）

＋出席（20%）＋その他（α%）
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・本クラスの受講ルール

⇒私語，携帯電話，メイルは禁止

⇒これを守れない受講生には退席を命じる

⇒なるべく前方の座席に着席

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

ⅷ 出席報告

イントロダクション

・下記形式のテキスト文書をeメイルで報告
氏名（学籍番号）

●第2回（4/24）

2.1 理解できたこと（重要なことから3つ）

・○○が××であること
1～3項目程度

締め切りは翌日の水曜日
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・
・

2.2 理解できないこと（＝今後の課題，疑問，質問）

・何故△△が◇◇になるのか，今一つ釈然としない
・
・

2.3 要望（講義のレベル等）

・もう少し数式を使ってスピディーに進めてほしい

●第1回（4/17）

1.1理解できたこと（重要なことから3つ）

：

同一ファイルに
上から書き足し，

更新していく
（降順）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

引用符号「>」は
外す！

イントロダクション

・課題報告メイルの「件名」の体裁

⇒0で始まる学籍番号 ＋ 経営財務 ＋ 第●回出席報告

⇒例･･･ 241001234 ファイナンスA 第2回出席報告

ⅷ 出席報告

18「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・注：数字と英字は半角、漢字と仮名は全角を使用

⇒２４１００１２３４（×）、 020601234（○）

・講義HPにテンプレートを上げておく

⇒downloadして活用すること
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/~nakashima/FEM/htm/FEM_caution.htm
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・報告＝「ワード」の「オブジェクト挿入」機能の利用

「ファイナンスA」 課題報告

タイトル
日付

「ヘッダー」に文書の
属性を記入

は必須

イントロダクション

ⅸ レポートの書き方
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日付
氏名（学籍番号）

1. 課題の具体的な内容 （もしくは分析の目的）

2. データと分析手法 （適宜 「2.1 データ」 等の小節を設ける）

3. 分析結果 （表と図とコメントを上手くレイアウトする）

4. 考察とまとめ （事実（客観）と推測（主観）を区分する）

-1-「フッター」に頁番号を記入

この3つは必須
（冒頭に記入）

「ワード」には，
Excel の表

（スプレッドシート）と
グラフの

挿入機能がある

「ファイナンスA」資料（中島英喜）


