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１．資産市場と株式会社の役割

1.1 資産市場の意義

1.2 株式会社の機能

1.3 資本市場のモデルと現実

2「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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1.1.1 資産とは

1.1 資産市場の意義

・本講義における「資産（asset）」の定義本講義 資産（ ）」 定義

⇒資産＝経済主体が保有する富（ストック）

＝将来の便益（フロー）の源泉

・財務諸表における資産（asset）と資本（capital）

＜資金運用＞ ＜資金調達＞

バランスシート（貸借対照表：ストックの状態を示す）

3「ファイナンスA」資料（中島英喜）

＜資金運用＞ ＜資金調達＞

負債（他人資本 debt）

資本（自己資本 eqity）
資産（asset）

1.1.1 資産とは

1.1 資産市場の意義

・本講義における「証券（securities）」の定義本講義 おける 証券（ ）」の定義

⇒資産＝実物資産＋金融資産

⇒金融資産＝将来の何らかのキャッシュフローの支払い

を約束するもの

→金融資産は経済主体間の契約（債権/債務）で生まれる

→緩い契約でも良い（時期や金額を確定していなくても良い）

4「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→緩い契約でも良い（時期や金額を確定していなくても良い）

⇒金融資産＝証券（危険資産）＋キャッシュ（安全資産）

→証券の定義はいろいろだが、ここでは理念的な定義を採用
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1.1.1 資産とは

1.1 資産市場の意義

・簡単な例

⇒金融資産＝証券（危険資産）＋キャシュ（安全資産）
→金融資産は経済主体間の契約（債権/債務）で生まれる

負債 安全資産

資本 証券

経済主体Aのバランスシート 経済主体Bのバランスシート

負債

実物資産

金融資産資産

5「ファイナンスA」資料（中島英喜）

資本

　（注）債券（bond）は証券だが（安全資産ではないが）、借主の負債に分類される

　（問）主体Aの資本（自己資本 equity）が他人Bの資産であるのは矛盾なのでは？

実物資産

1.1 資産市場の意義

・市場＝取引を行う機会（opportunity）

1.1.2 資産市場と資本市場

市場 取引を行う機会（opportunity）

⇒「市場が存在する」＝「取引を行うことができる」

負債（他人資本） 安全資産

資本（自己資本） 証券

資本

経済主体Aのバランスシート 経済主体Bのバランスシート

資産 金融資産
負債

実物資産

6「ファイナンスA」資料（中島英喜）

資本

資本と資産の取引（債権/債務の契約）

　　　→Aから見ると「資本市場」、Bから見ると「金融(資産）市場」

実物資産
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1.1 資産市場の意義

・資産市場、資本市場および金融市場の関係

1.1.2 資産市場と資本市場

⇒本講義での定義
→資産市場＝実物資産市場＋金融市場（金融資産市場）

→資本市場＝金融市場

＝将来のキャッシュフローを取引きする市場

＝証券市場（保険も含む）＋安全資産市場

⇒現実には、もう少しアドホックな定義が標準的

7「ファイナンスA」資料（中島英喜）

実 、 う少 定義 標準
→資本市場＝長期金融市場（⊆金融市場）

＝キャシュフローの授受期間が1年を超える金融資

産を取引きする市場 （⇔短期金融市場）

1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・キャッシュフロー（cash flow：CF）とは

⇒現在～将来における現金の受取り（in-flow）／支払い

（out-flow）の時系列

→CFの時系列は現時点で不確実であっても構わない

→CFの時系列の計測単位＝単位通貨（円やドル等）

⇒CFと現在の資産価値の計測単位は同じものか?

8「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→表記上は同じ（いずれも円やドル等で測られる）

→10年後の1万円と現在の1万円は等価か?

→本質的には両単位は別物→現在価値や確実等価の概念



5

1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・キャッシュフロー（CF）の4分類

  確実

キャッシュフロー

キャッシュフロー キャッシュフロー

現在 将来 　　 （時点は複数）

  単位：確実将来円
  例：定期預金や国債

狭義の「円」

  単位：確実現在円
  例：紙幣

キャッシュ

⇒キャッシュ＝現在の確実なCF（単位：確実現在円）

キャッシュフロ キャッシュフロ

  不確実

   （不確実性もいろいろ）

  単位：期待現在円
  例：スピードくじ

   （確率的なので平均値で考えた）

  単位：期待将来円
  例：株式・保険

   （確率的なので平均値で考えた）

9「ファイナンスA」資料（中島英喜）

1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・取引（同時点）と成長（異時点）

⇒asset pricing の目的・・・3種類のキャッシュフローと

キャッシュの交換比率を求めること

→同時点の取引を想定・・・「りんご1個が200円」と同じ

→（例）100確実将来円は今いくら? ・・・90確実現在円と等価

ならば、このCFの単価（現金との交換比率）は0.9円

→でも 将来っていつ? ・・・ひとくちに「将来」といっても 時点

10「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→でも、将来っていつ? ひとくちに「将来」といっても、時点

が異なるCFは別物

→「りんご100個」と「みかん100個」が別物であるのと同様、

「100確実1年後円」と「100確実2年後円」は別物 （つづく）
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1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・取引（同時点）と成長（異時点）

⇒（つづき）asset pricing の目的・・・3種類のキャッシュフ

ローとキャッシュの交換比率を求めること

→（例）1ヶ月後に当落が決まる宝くじが、現在1枚300円で取引

されているとする

→この宝くじが当たると1000円もらえ、外れると何ももらえない

→当たる確率は1/5（＝20％）

11「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→当たる確率は1/5（ 20％）

→この宝くじの平均CF＝200期待1ヶ月後円

→したがって、この期待CFの単価（現金との交換比率）は1.5円

（つづく）

1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・取引（同時点）と成長（異時点）

⇒（つづき）asset pricing の目的・・・3種類のキャッシュフ

ローとキャッシュの交換比率を求めること

→（例）前頁の宝くじと同時に、1ヶ月後の価格が不確実な株式

が、現在取引されているとする

→この株式の1カ月の後の価格の期待値は200円だとする

→この株式の平均CF＝200期待1ヶ月後円・・・宝くじと同量

12「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→この株式の平均CF 200期待1ヶ月後円 宝くじと同量

→では、この株式の単価は1.5円なのだろうか?

→普通はNo.・・・ひとくちに不確実性といっても不確実性の種類

が異なるCFは別物
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1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・取引（同時点）と成長（異時点）

⇒投資効率の評価・・・現在の投資資金に対する将来の

回収資金の成長率を求めること

→異時点間の同一案件の成長を想定

→同時点での異なるCFの交換（価格付け）という観点ではない

→現在の投資資金と将来の回収資金は同一性がある

→「A君の身長が1年で150cmから156cmに伸びた」という話に

13「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→「A君の身長が1年で150cmから156cmに伸びた」という話に

準じる考え方・・・成長率は年率4%

→「1500万円で買ったマンションの価格が、1年後に1560万円

に上がった」・・・リターンは年率4％

1.1.3 キャッシュフロー（cash flow）

1.1 資産市場の意義

・ファイナンスの勘所

⇒同じ投資の話を、「取引」、「成長」の両方の観点で考

えることができれば見通しが良くなる

→問題によって、長短があるため

→ある程度の慣れが必要

→（例）「1年後に100万円支払います」という証書を作って

yahooオークションにかけたら 95万円で落札された

14「ファイナンスA」資料（中島英喜）

yahooオ クションにかけたら、95万円で落札された

→考え方①：1年後の100万円と現在の95万円は別物

→考え方②：1年後の100万円は現在の95万円が成長したもの
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1.2 株式会社の機能

・資産が生むキャシュフローを加工→証券

1.2.1 資産と証券

負債（債券総額）

資本（株式総額）資産（総額）資産

総額

10

調達

債券

7

株式

5年毎に借り替え

債券価格は?

欠損で弁済
期を迎えた!
→ 倒産?

0 5 10 15 20 25 30 期

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

0 5 10 15 20 25 30 期

3

欠損だが
倒産は
免れた!

利益（黒字） 赤字傾向に! 株価は?

15

1.2 株式会社の機能

・バランスシートの作り方（バランスのさせ方）

1.2.2 バランスシート

（1）まず資産の合計額を求め、資本をバランスさせる

→「資産合計－負債合計＝自己資本合計（損益込）」とする

→資産の価値をどう評価する？

→①取得価額（原価）、②市場時価（売却可能額）

→PBR＝株式の時価総額÷自己資本総額≠1

→乖離の原因：①資産の含み損益 ②経営者の能力等→乖離の原因：①資産の含み損益、②経営者の能力等

→社型投信の問題（closed-end fund puzzle）

（2）まず資本の合計額を求め、資産をバランスさせる
（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 16
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1.2 株式会社の機能

・バランスシートの作り方（バランスのさせ方）

1.2.2 株式会社の機能

（1）まず資産の合計額を求め、資本をバランスさせる

→（詳細は前頁参照）

→PBR＝株式の時価総額÷自己資本総額≠1

→資産の含み損益は何とか評価・加算できるが・・・

（2）まず資本の合計額を求め、資産をバランスさせる

→「資産合計＝負債時価合計＋自己資本時価合計」とする→「資産合計＝負債時価合計＋自己資本時価合計」とする

→経営者能力や企業伝統等の無形の資産も込みで資産は
一体評価される

→PBR＝株式の時価総額÷自己資本＝1

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 17

1.2 株式会社の機能

・事業リスク全体は，異なる支払約束（証券）によっ

1.2.3 株式会社と資本市場

て様々なリスクに切り分けることができる

⇒事業が生み出すキャッシュフロー

＝支払約束（証券）Aのキャシュフロー
＋支払約束（証券）Bのキャッシュフロー＋･･･

・各証券のキャッシュフローの不確実性は，その証
券価格 低 （デ カウ ト）要因になる券価格の低下（ディスカウント）要因になる

⇒低下幅は，不確実性の種類と大きさに依存する

⇒この低下幅を決めるのが資本市場の主な役割

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 18
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・【（設備投資）←経営者】←【（株式投資）←株主】

1.3 資本市場のモデルと現実

1.3.1 資本市場（直接金融）の原型

【（設備投資） 経営者】 【（株式投資） 株主】

⇒仮定：社債は安全資産であり、株式だけが証券である

資本

企業のバランスシート 投資家のバランスシート

設備

負債（他人資本）

資本（自己資本）

安全資産

証券

金融資産
負債

19「ファイナンスA」資料（中島英喜）

資本

資本と資産の取引（債権/債務の契約）　　　

　　　　　→企業から見ると「資本市場」、投資家から見ると「金融(資産）市場」

資本（自己資本） 証券

・安全資産はむしろ理念的な存在

1.3 資本市場のモデルと現実

1.3.2 資本市場の現実

安全資産はむしろ理念的な存在

⇒社債には信用リスクがあり、国債は価格変動リスクが

ある

⇒現預金を擬似的な安全資産と考えることが多い

→現金についても実質ではリスクがある（インフレ）

⇒「証券＝危険資産」と考えると 株式以外の金融資産も

20「ファイナンスA」資料（中島英喜）

⇒「証券＝危険資産」と考えると、株式以外の金融資産も

ほとんどは証券に含まれる
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・多くの中間主体や周辺主体の存在

1.3 資本市場のモデルと現実

1.3.2 資本市場の現実

多くの中間主体や周辺主体の存在

⇒多くの第三主体を介した重層的な取引により、企業資

産のリスクは様々に加工される

⇒同時に、新たなリスクとコストが発生する

（設備投資）←【経営者】

←（証券投資）←【ファンドマネジャー】

21「ファイナンスA」資料（中島英喜）

（証券投資） 【 ァンド ネジャ 】

←（委託）←【機関投資家】

←（制度や委託）←【 終投資家（個人）】

・多くの中間主体や周辺主体の存在

1.3 資本市場のモデルと現実

1.3.2 資本市場の現実

多くの中間主体や周辺主体の存在

（設備投資）←【経営者】･･･＜コンサルタント、投資銀行＞

←（証券投資）←【ヘッジファンド】･･･＜投資銀行（PB）＞

←（委託：情報開示少）←【ファンドマネジャー】

･･･＜アナリスト＞

←（委託：情報開示多）←【機関投資家】

22「ファイナンスA」資料（中島英喜）

←（委託：情報開示多）←【機関投資家】

･･･＜コンサルタント＞

←（制度や委託）←【 終投資家（個人）】・・・＜FA＞


