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記者会見要旨 
 
日      時：2017年 1月 30日（月） 15：30～16：30 

場      所：東証 ARROWS プレゼンテーション・ステージ 

会 見 者：取締役兼代表執行役グループ CEO 清 田  瞭 

 

 

清 田 それでは始めさせていただきます。 

本日の私からの説明は３点ございます。 

「2016年度第３四半期決算」 

「自己株式の取得」 

「プロボンドマーケットを利用した社債の発行」 

についてです。 

 

Ⅰ．四半期決算について 

まず、１点目ですが、「2016 年度第３四半期決算」についてご

説明します。 

お手元の決算短信と決算概要をまとめました参考資料を、適宜、

ご覧いただければと思います。 

 

当第３四半期（累計）の「営業収益」ですが、市況が活況であ

った昨年と比べると、売買に連動する取引関連収益等が前年同期

を下回り、前年同期比 46億円減（△5.4％）の 806億円となりま

した。 

「営業費用」ですが、現物・デリバティブ売買システムをはじ

めとしたシステムのリプレースに伴い、減価償却費が増加したこ

となどから、前年同期比 10 億円増（+2.9％）の 371 億円となり

ました。 

 

続きまして、連結の損益でございます。 

先ほど申しましたとおり、「営業収益」は減少、「営業費用」は

増加しましたことから、当第３四半期(累計)の営業利益は、前年

同期比 69億円減(△13.4％)の 448億円 、四半期利益（親会社の

所有帰属分）は 36億円減(△10.3％)の 318億円となりました。 

このように、過去最高益を記録した前年度との比較では、減収

減益となっておりますが、公表しております営業利益の予想値に
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対しては、ほぼ想定どおりに進捗しています。 

具体的な進捗状況を申しますと、予想値の４分の３を１００と

した場合、営業利益は１１０を超える水準となっております。 

 

Ⅱ．自己株式の取得及びプロボンドマーケットを利用した社債の

発行について 

続きまして、２点目の「自己株式の取得」と３点目の「プロボ

ンドマーケットを利用した社債の発行」についてですが、こちら

の２点は密接に関係するものでございますので、あわせてご説明

します。 

当社は、本日の取締役会におきまして、自己株式の取得と社債

発行について決議いたしました。 

 

今回の自己株式の取得につきましては、昨年 7月にもお話しい

たしましたが、マイナス金利下で負債の調達コストが一段と低下

してきており、負債を活用しやすい環境となってきていることか

ら、負債と自己資本のバランスを調整し、資本効率の向上を図る

ものであり、株主還元の強化にも資するものと考えております。 

 

自己株式の取得の概要を申しますと、160 億円を上限としまし

て、東証の立会内市場において、明日から６か月後までを期限と

して、買い付けを行ってまいります。 

160 億円という規模は、最近の当社の株価水準で見ますと、時

価総額の約 1.8％に相当します。 

また、これまで実施した自己株式の取得額である 40 億円と今

回設定した取得枠 160億円をあわせた 200億円については、社債

を発行して資金調達することを予定しております。 

このように、負債と自己資本の両方をしっかりと活用すること

で企業価値の向上の取組みを推進してまいります。 

 

また、この社債発行につきましては、東京証券取引所が開設し

ております債券市場であるプロボンドマーケットを活用するこ

ととしまして、今後、具体的な発行手続きを進めたうえで、３月

に実際の社債を発行、上場することを予定しております。 

 

私からは、以上でございます。       
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記 者 アメリカでトランプ新政権が誕生しましたけれども、新政権

に対する受けとめ、日本への影響などをお願いします。 

 

清 田 アメリカのトランプ新政権の誕生は、マーケットにこれまで

のところ結果として非常にプラスな影響を与えてきております。 

就任前の発言は、過激ではあるけれども、内容はプロビジネス

ではないかという見方から、当選直後から、トランプラリーと言

われる相場展開が起こっていたわけですが、いよいよ就任した後

も、引き続き、選挙期間中から発言していた、過激ではあるもの

の、マーケットにとって必ずしもマイナスではない、例えば、大

幅な法人減税や、インフラへの１兆ドルの投資といった政策への

期待は持続している。 

 他方で、選挙期間中から発言していたメキシコとの壁の問題や、

TPP からの離脱、NAFTA の再交渉といったことは、就任後には少

し方向転換するのではないかという期待がありましたが、全く変

わらずに、大統領令を連発していることもあって、マーケットで

は、中長期的な影響については懸念が生じていると。 

 アメリカ第一の名のもと、個別の企業や、個別の国の名前を挙

げて攻撃するという事態が起きており、非常に影響が読みにくい。 

アメリカ第一をベースに発言していることから、米国株式市場

は好感して NY ダウ平均株価は２万ドルに乗せたわけですけれど

も、日本では、そういったトランプ大統領の発言に伴う相場の揺

れに対する警戒感もあって、少し慎重な見方がされている。 

 アメリカは経済成長、景気拡大が継続するとの見込みから連邦

準備制度理事会も利上げを継続するスタンスであり、さらにトラ

ンプ大統領の経済政策による景気刺激も期待されている。他方、

日本は、先日発表されたように、2016年の消費者物価指数が昨年

比 0.3%の下落という経済状況の中、日本銀行は金融政策として、

短期金利マイナス 0.1％、長期金利０%程度というイールドカー

ブ・コントロールを継続する。つまり、日本では引き続き低金利

が維持され、アメリカは景気の上昇に伴う利上げのシナリオとい

う金融政策の方向性の違いを含めて、全体的には、円安傾向に対

する期待が持続しているのではないか。 

 したがって、日本の株式市場もトランプ大統領の政策に対する

警戒感はあるものの、一方において、根本的な構図は１年や２年

では大きく変わらないということから、引き続き、チャンスを待
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って、警戒心を持ちながらも、堅調な相場を期待しているという

のが現状ではないかと思っています。 

 

記 者 昨年末以降、東芝で巨額の損失発生が伝えられておりますけ

れども、これについての受けとめはいかがでしょうか。 

 

清 田 昨年 12月に JPXの日本取引所自主規制法人が東芝の特設注意

市場銘柄指定の指定継続という審査の結果を発表しました。そ

の直後にウェスティングハウスの子会社買収に伴う巨額な損失

が発覚したということで、大変驚いています。 

 しかも損失額が半端ではない。当初、1,000億から 5,000億円

といった報道がされた後、直近では 7,000 億円程度と報道され

ております。もし、7,000億円の損失計上が起きるとすれば、何

もしなければ債務超過になるという状況です。 

 今、東芝はのれん計上額等の確定作業中で、２月 14日に発表

するというふうに聞いておりますので、それまでの間、ないし

は同時に、資本増強策も発表されるのではないかと期待はして

おります。 

 ただ、結果として、債務超過を免れるような資本調達が可能

であったとしても、子会社での巨額損失計上に至った経緯とい

うのは、やはり大きな問題があると思っております。 

 経営改革の最中に、これだけの巨額な損失を発生する可能性

のある買収が行われたということに対して、非常に驚きととも

に失望を禁じ得ません。そういった意味では、今回の事件につ

いては、徹底した原因の究明と情報の開示を求めていきたいと

いうふうに思っております。 

 

記 者 トランプ大統領関連で追加の質問です。マーケットへの影響

以外で、世界情勢の安定、平和という観点から見たときに、保

護主義の台頭ですとか、あるいは特定の国、特定の宗教の人々

の入国を排除するような政策が各国から批判を浴びたり、反発

も起きたりしていますけれども、そのあたり、どのように評価

されていますか。 

 

清 田 特定の国からの旅行者やビジネス訪問者の入国の差しとめや、

移民や難民の受け入れを停止するといった動きは、戦後アメリ
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カ主導でつくってきた、国際的な社会の枠組みそのものに、破

壊的な影響を与える可能性があると私は思っています。 

自由主義、民主主義に基づく市場経済を、世界中に広げてきた

本尊であるアメリカが、反対向きと見られるような政策を出して

いると。しかも、米国の国益に沿わなければ国連への拠出金の停

止やＷＴＯからの脱退までほのめかすなど、非常に心配な発言が

多い。実態をよくわからないまま発信している部分が非常に混乱

を来す可能性がある。 

そして、巨大なアメリカ経済が、真の意味で保護主義に入った

ときの世界経済に与えるネガティブなインパクトは極めて大き

く、その面では不安もあります。他方、ＴＰＰだとか、ＮＡＦＴ

Ａだとかいった多国間貿易の自由化の枠組みは否定しているも

のの、個別のＦＴＡみたいなものはやろうと言っていて、それが

国際的な枠組みのつくり方が違うだけで止まってくれれば、心配

したほどでもなかったとなる可能性も残っているわけです。 

 まだ、スタートして 10 日しかたっていないトランプ政権につ

いて、あまりネガティブに考えるのも、また期待し過ぎるのも、

私どもとしてはどちらでもいけないのかなと。したがって、冷静

にトランプ政権の実態的な政治の動きをウオッチしていきたい。

トランプ大統領の発言に一喜一憂しないようにしておかないと、

過剰反応し過ぎてマイナスになるリスクはあると思います。安倍

首相が２月 10 日に首脳会談を開催するということについては、

比較的早く、直接会うことができるということで、私どもとして

は大変ほっとしているというところでございます。 

 

記 者 現在、東芝は特設注意市場銘柄に指定されています。最終的

には自主規制法人が判断すると思うのですが、マネジメント体

制変更後に提出した内部管理体制確認書の審査の結果、特設注

意市場銘柄の指定が継続されています。内部管理体制確認書を

一度提出した後に、巨額の損失発生が発覚する問題が起こって

いますが、３月 15日以降に再提出される内部管理体制確認書は

どういうふうに、何を信頼すればいいのかということが非常に

難しくなると思うのですが、CEOはどのようにお考えですか。 

 

清 田 東芝の件については、現在、特設注意市場銘柄指定を継続し、

３月 15日以降に内部管理体制確認書を再提出してもらうことに
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なっています。何事もなければ、再提出された内部管理体制確

認書の内容に沿って、きちっと内部管理体制が改善されている

かどうか、数カ月かけて自主規制法人が審査をして判断すると

いうことになるはずでした。内部管理体制を改善する期間中に、

また別の大きな問題が発生してしまったということから、今、

ご指摘のように、９月に提出した内部管理体制確認書は何だっ

たんだという面は、私は自主規制法人の者ではないので発言権

もないし、審査に参加もしているわけではないのですが、個人

的に見てもそれは感じるわけでございまして、非常に問題であ

ったと思っております。 
  内部管理体制の改善のため、必死で東芝本体も動いていると

思います。内部管理体制確認書が提出されたら、徹底した改善

が行われているかどうかの審査に取り組むべきだと思っていま

す。その結果どうなるかということについては、今、予断を持

ってはおりませんが、今の段階で私から言えるのは、日本を代

表する企業である東芝がどうなったんだという、極めて厳しい

見方をせざるを得ないなというふうに思っているところでござ

います。 

 

記 者 東芝に関連する質問です。年末に報道先行で、債務の額がか

なり出るとわかったのですが、東芝の情報開示について、東証

として少し注意するようなところがあったのではないかと思う

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

清 田 東芝については、何回かに分けて、情報開示をしてもらって

います。わかっている範囲で、事実関係が判明しているものに

ついては開示してもらうということで、やってきたのではない

かということです。 

 

記 者 ２点あります。まず東芝に関する質問で、２０１７年３月期

に債務超過を回避できないという事態に陥った場合、特設注意

市場銘柄の解除審査に影響するのか、それとも、内部管理体制

の確認ということだけで審査するのか、そこの確認をさせてく

ださい。 

  ２点目は、日本取引所グループについてです。昨年、金融審

で取引所の業務範囲拡大が認められましたけれども、今年以降、
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どのような事業拡大の展望を持っていらっしゃるのか教えてく

ださい。 

 

清 田 １点目の東芝の件ですけれども、特設注意市場銘柄が解除さ

れるかは、３月 15日以降に再提出される内部管理体制確認書の

審査の結果、内部管理体制の改善が不十分だということになれ

ば、一定期間で上場廃止、内部管理体制に改善が認められれば、

特設注意市場銘柄指定が解除されます。 

2017年３月期に債務超過を回避できない場合、市場二部に指定

替えされます。１年の猶予期間内に債務超過から回復しなければ

上場廃止、債務超過から回復すれば上場は維持されます。しかし

ながら、市場二部から市場一部への指定には、最近５年間の有価

証券報告書等に虚偽記載なしという形式基準がありますので、東

芝が債務超過を回避できず市場二部に指定替えされた場合、一部

に指定されるのは大変厳しい道のりになるというふうにお考え

いただいたらよろしいかと思います。 

    ですから、東芝としては、今期末までに債務超過を何とか回

避し、そして、内部管理体制を改善することで特設注意市場銘

柄指定の解除を目指すというストーリーだと思います。 

  内部管理体制確認書の再提出を受け、自主規制法人が実施す

る審査が非常に大事なところだと思います。   

    本当に改善したかどうかについての審査は、相当慎重に行わ

れると思っていただいたらいいのではないかと思います。 

 

    ２点目の東京証券取引所と大阪取引所を傘下に持つ JPX の業

務範囲については、フィンテック等を含め、金融審で取引所の

業務範囲を弾力化するということでご結論をいただきました。

私どもとしても、もう既に、フィンテック、ブロックチェーン

の取引所関連業務への適用の可能性について、昨年、実証実験

をやって、今日また、第２次の実証実験の参加者募集を始める

ということで取り組んでおります。この件については、これか

らの証券取引の、いわゆるトレーディング業務にだけではなく、

周辺業務である情報、清算、決済、そういった全体としてのマ

ーケット分野に、ブロックチェーン、ないしは、フィンテック

のほかの技術を活用していくということについて、間口が広が

ったというふうに考えております。 
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  私どもとしても、フィンテックの広がりは、場合によっては

５年後、10 年後の市場の景色が変わる可能性があるのではない

かと思っておりますので、その点については、積極的にいろい

ろな取り組みをしてみたいというふうに思っております。 

 

記 者 東芝についてお伺いします。東芝からは、特注解除に向けて

は、３月 15日以降、内部管理体制の確認書というものをもう１

回出してもらう。今回の減損の経緯も含めても、やはり３月 15

日に出してくるのか、それとも経緯を十分検証した上で、３月

15 日にこだわらず出しなさいということをおっしゃるのか、こ

の辺はどんな感じなんでしょうか。 

 

清 田 当然、この件も含めた内部管理体制確認書をつくって出して

もらうということが、基本原則になっております。ですから、

自己資本対策であるとか、会社の分社化と資本調達であるとか

というものとは別に、この業務改善について精査して確認書を

つくってくる人たちにも、当然、マンパワーを割いてもらって、

きちっとしたものを出してもらう必要があるというのが現状で

す。現状のルールでは、提出がされなければ、特注解除はでき

ないということだと思います。 

 

記 者 特設注意市場銘柄に指定されてから、依然として問題がある

と認められた場合には、改善の見込みの有無にかかわらず、上

場廃止になるというふうに決まっているそうなんですけども、

素人目で見ていると、この 7,000 億円の損失等を見ると、問題

があるのは明らかなような気がするんですけれども、その辺の

清田さんの受けとめを教えていただきたいんですが。 

 

清 田 まだ全貌がわかりませんが、今回の損失の発覚については、

経営者の経営能力とか、仕組みとしての経営体制の問題ではあ

ろうと思うんですけれども、何らかの悪意が働いて起きたとい

うわけでもないなという感じを受けております。しかしながら、

経営の失敗という意味では極めて重大な結果を招いているとい

うことだと思います。 

                               

以 上 


