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記者会見要旨 

 

日      時：2017年 2月 27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、私からは、「執行役候補者等の決定」について、ご説明

いたします。 

お手元に資料を配布しておりますので、適宜、ご覧下さい。 

 

JPX グループの役員人事に関しましては、従来は、６月の株主

総会のタイミングで選任をしておりましたが、昨年から、年度初

めである４月 1日より、新たな役員体制で業務執行が行えるよう

選任時期などを変更しております。 

したがいまして、本日、ご説明いたします各社の役員人事につ

きましては、原則４月から新体制となりますが、日本取引所グル

ープ（JPX）の取締役、日本証券クリアリング機構（JSCC）の取

締役、監査役につきましては、株主総会の関係がありますので、

６月に就退任となります。 

 

それでは、具体的にご説明いたします。 

 

【JPX】 

最初に、JPXについてでございます。 

取締役ですが、現任の広瀬雅行氏に代わり、美濃口真琴氏を候

補者といたします。 

続いて、役付執行役、執行役、CFO、CIOの候補者についてでご

ざいます。 

まず、退任ですが、澁谷裕以常務執行役が、東証の取締役常務

執行役員及び OSE常務執行役員とともに退任され、岩永守幸常務

執行役は東証の常務執行役員に、平野剛執行役は日本取引所自主

規制法人の常任理事に就任いたします。 

次に、就任についてです。 
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現在、東証の執行役員であり、新任で常務執行役となる横山隆

介氏には、新体制では、澁谷氏の後任の CIOとして、IT企画を担

当してもらいます。 

なお、横山氏は、東証と大阪取引所（OSE）の常務執行役員も

兼務となります。 

現在、東証及び OSEの執行役員である、井阪喜浩氏には、新体

制では、常務執行役としてグローバル戦略を担当してもらいます。 

また、岩永氏が東証に転じた後の CFOについては、現在、グロ

ーバル戦略を担当しております田端厚執行役に担当してもらい

ます。 

以上を踏まえた JPXの新体制は、資料７ページの上段の表をご

覧ください。 

 

【東証】 

続いて、東証です。 

土本清幸氏、静正樹氏の両取締役専務執行役員、そして市本博

康氏、田端氏の両執行役員が退任されます。 

静氏は JSCC副社長に、市本氏は JSCC執行役員に就任され、田

端氏については、先ほど申し上げましたとおり、CFO として JPX

に専念していただきます。 

現在、JPX 常務執行役である岩永氏には、取締役常務執行役員

として株式と金融リテラシーサポートを、上場推進担当の小沼泰

之常務執行役員には、取締役常務執行役員として、上場部も担当

していただきます。 

新任執行役員は、川井洋毅現東証株式部長でして、株式と IT

開発を担当していただきます。 

以上を踏まえた、東証の新体制は、資料７ページの下段の表を

ご覧ください。 

  

【OSE】 

次に、OSEです。 

山澤光太郎取締役副社長が退任されます。後任の取締役には、

大阪駐在の神木龍哉氏にご就任いただきます。 

そして、現在、千葉銀行常勤監査役で日本銀行出身の福田一雄

氏を招聘し、常務執行役員としてデリバティブ関係の企画や営業、

さらに金融リテラシーサポート部を担当していただきますが、福
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田氏の就任時期につきましては６月となります。 

また、多賀谷彰現市場企画部長を執行役員とし、デリバティブ

関係の企画や営業、さらに金融リテラシーサポート部を担当して

もらいます。 

以上を踏まえた、OSE の新体制は、資料８ページの上段の表を

ご覧ください。 

  

【自主規制法人】 

続いて、自主規制法人についてでございます。 

現在、上場審査と上場管理業務は、鈴木康史常任理事が兼ねて

担当しておりますが、それぞれの業務を別々に担当することとし、

今般理事を１名増員します。 

具体的に申しますと、鈴木氏に常務理事にご就任いただくとと

もに上場審査を、現在当社の執行役である平野氏に上場管理を担

当してもらいます。 

 

【JSCC】 

最後に、JSCCについてご説明いたします。 

本年４月より、JPX グループの一員としての一体感を醸成する

観点から、JSCCにおきましても、他の子会社と同様に執行役員制

度を導入することとしています。 

先ほども申し上げましたが、静氏を副社長執行役員に、市本氏

を執行役員とします。 

また、現在、JPX の人事部長である鍵和田広氏を常勤監査役候

補者とします。 

 

なお、就任時期ですが、執行役員につきましては４月１日に、

取締役及び監査役は、６月開催予定の JSCC の定時株主総会後と

なります。 

 

私からは、以上でございます。       

 

記 者 東芝についてお伺いしたいんですが、前回の会見から、さら

に東芝をめぐる状況は厳しくなっていると思いますので、お受

けとめを教えていただきたいのと、自主規制法人の役員１人増

員というのは、東芝とは直接関係あるのかどうかも教えてくだ



 

4 

 

さい。 

 

清 田 １点目の東芝について、前回も失望したということは申し上

げましたが、状況は変わりません。その後も決算発表を１カ月

延期したというようなこともあって、あれほどの歴史ある名門

の企業がこういった事態に陥っていることに関しては、引き続

き大変憂慮しております。 

 現在の東芝の状況について簡単にご説明しますと、３つの項

目で東芝は上場廃止のリスクを抱えています。 

 １つは虚偽記載の問題です。決算数値の虚偽記載については、

内部管理体制の改善が必要だということで、一昨年の９月 15日

に特設注意市場銘柄に指定して、昨年の９月まで１年間、改善

期間を設けて審査をしておりましたが、結果的には、半年間、

特設注意市場銘柄の指定解除を延期するという結論を出しまし

た。この件については３月 15日以降速やかに、改めて内部管理

体制確認書を提出していただくことになっておりますが、ご承

知のように、19 万人の従業員と 600 社以上の関連子会社保有し

ている東芝グループについて、内部管理体制の改善を審査する

ということになりますので、自主規制法人のほうで相当期間が

かかるものというふうに思っております。もちろん、改善が不

十分であるということになれば、上場廃止になるという可能性

を含めて、改善の状況が審査されます。改善が十分であれば特

設注意市場銘柄指定解除で復帰するわけですけれども、いずれ

にしても、この１つ目のリスクを抱えて走っている。 

 ２つ目のリスクは、２月 14日に発表予定であった四半期報告

書の提出遅延です。３月 14日まで、関東財務局の承認のもとで

提出期限が延期されているわけですが、もしその期限内に提出

できないということになった場合、関東財務局に再び延期を申

請し、承認を得られれば、期限は再延長されます。しかし、延

長できないという結論になると、提出期限から８営業日以内に

提出できないと上場廃止になります。再延長が承認されたとし

ても、その期限後の状況は同じです。東芝はそういったリスク

を抱えて走っています。 

 ３つ目は債務超過です。東芝は２月 14日に、アメリカのウエ

スチングハウスの買収した建設関連子会社の減損損失によって

債務超過になる可能性が極めて高いと公表しました。今年度の
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決算が債務超過に陥り、債務超過が来年３月末までに解消され

なければ、２期連続債務超過ということで上場廃止になる。し

たがって、３種類の上場廃止のリスクを抱えて、今、東芝は経

営されているということですから、非常に厳しい状況にあると

いうことは確かだと思います。 

 また、上場廃止ではないものの、今期の決算が債務超過とな

ると、８月１日に東証市場第二部へ指定替えとなります。 

 そういった状況の中で、これだけの巨大企業が上場廃止にな

るリスクというのは、我々にとっても、本当に心配なことです。

約 19万人の従業員を含め、東芝が上場廃止になることによる取

引先企業等の影響もあるでしょうし、東芝の株をお持ちの株主

の方々も、上場廃止により極めて重大な影響を受ける可能性が

あります。影響が大きいだけに我々も憂慮をして見守っている

というところでございます。 

 ２点目の、自主規制法人の理事を１名増員したのは東芝問題

と関係があるのかというご質問ですけれども、先ほど申し上げ

たように、上場管理と上場審査の担当役員を２人に分けたわけ

ですが、東芝の件を新しい担当者が専任して見るということで

はありませんので、直接関係しているわけではありません。た

だ、増員した結果として、東芝に割ける人員が多少でもプラス

になるという面では役に立つのではないかと思います。 

 

記 者 ２月 14日に東芝は内部通報があったとして、決算発表を延期

されたかと思いますが、これが特設注意市場銘柄の指定解除の

判断に影響を与える可能性はありますか。 

 

清 田 内部告発の件は、国内ではなく、アメリカの子会社の今回の

減損の額の推計において、経営者から強いプレッシャーがあっ

たというふうに報道されておりますが、当然こういうことがも

し事実であれば、内部管理の問題そのものでございます。東芝

本体の内部管理がうまくいっていようが、連結経営の中で子会

社の隅々まで内部管理がきちっと行き届いていることが求めら

れるわけですから、そういった件については影響するというこ

とは確かだと思いますが、それも含めて、自主規制法人が審査

をきちっとやらせていただきます。こういった体質の改善が確

認できない場合のリスクは新しいリスクとして認識していただ
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く必要があると思います。 

 

記 者 来月３月 12 日から 14 日までの日程でサウジアラビアの国王

が来日されますが、清田 CEO はサルマン国王と面会されるご予

定はございますか。 

 

清 田 昨年 12月にサウジアラビアを訪れ、副皇太子と面談しました。

今回の国王の日本訪問ではスケジュール等が多く入っていると

思いますので、今のところ、アポを入れるため動いている状態

ではございません。経済産業省、外務省が主導する「日・サウ

ジ・ビジョン 2030」という、サウジアラビアの構造改革プログ

ラムに協力するプロジェクトから私どもにお声がかかれば、喜

んで飛んでいくつもりです。まだ具体的なことは決まっており

ませんので、今のところ白紙ということでございます。 

 

記 者 サウジアラムコの上場が計画されていますが、東証に誘致を

したいとお考えと思いますが、東証に上場してもらうことのメ

リットについてどのようにご覧になっていますでしょうか。 

 

清 田 私どもがサウジアラビアのエネルギー担当大臣及び副皇太子

のそれぞれに会って説明したポイントをご紹介します。 

 東京証券取引所そのものの位置づけは、上場会社時価総額で

見ると、ニューヨーク証券取引所、NASDAQ に続いて世界第３位

であるということ。しかも、約 60％の取引が外国人により行わ

れ、機関投資家の取引も含めると、極めて流動性が高い市場で

あること。サウジアラムコのような巨大な企業の株式を上場す

るとしたら、一定以上のマーケット規模があるところに上場す

るべきではないかと。そういった説明をまず１つしました。サ

ウジアラビアの大臣は、ロンドン証券取引所より東京証券取引

所の上場会社時価総額、取引高が大きいというのはびっくりさ

れていました。日本の証券取引所の実態はまだご存じなかった

ということだと思います。 

 あと、日本市場の特色は、個人投資家の IPO に関するアペタ

イトというんですか、熱意、投資意欲というのが非常に強くて、

個人投資家層が極めて大きな資金を持って株式市場の IPO に向

かってくるマーケットだということです。直近でいえば、2015
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年の世界最大の IPO だった郵政３社は１兆 4,000 億円の資金調

達（売出）を行いましたが、国内 IPO の 90％ぐらいは個人投資

家に配分していると。それぐらい大きな個人投資家層があって、

個人投資家は極めて大きなマーケットを形成していると。した

がって、サウジアラムコのような、日本国内の隅々にまでガソ

リンを実質上供給している企業というものに対しては、個人投

資家層からのなじみが深いので、大きなアペタイトが期待でき

るということを申し上げました。 

 あと、東証の上場規則その他についても、グローバルスタン

ダードに沿ったものになっているので、信頼感という面で市場

の利用は極めてサウジアラムコにとって有用だということを訴

えてまいりました。 

 

記 者 東証一部の時価総額 570 兆円程に対してサウジアラムコが上

場すると２兆ドル、220兆円という非常に大きな時価総額ですが、

これを東証として全て飲み込めるのでしょうか。 

 

清 田 サウジアラムコの上場は保有株の５％程度を放出するもので

す。報道によると、ニューヨークとサウジアラビアのタダウル

という地元の取引所へ上場するとされています。５％といいま

すと 10 兆円ぐらいですから、10 兆円か 11 兆円の株式を世界の

複数の取引所に IPOするということになりますので、東京が IPO

先に選ばれたとして考えても、十分に吸収できるマーケットだ

というふうに私は思っています。 

 220 兆円分の株式が全て東証に上場されるわけではないので、

IPOは東証で十分に吸収できる。それだけの投資のための資金の

ベースがあるというふうに考えております。 

 

記 者 先週末、証券取引等監視委員会が、インサイダー取引を理由

とし、モルフォに課徴金の勧告をしました。70 人ぐらいの会社

で、10 人ぐらいがインサイダー取引にかかわっているというよ

うな、組織的に近いような感じなのですが、先ほど、自主規制

法人の役員を増員したとご説明がありましたが、具体的に、イ

ンサイダー取引や内部管理体制に対して、JPXとして具体的に取

り組みたいことがあれば教えてください。 

 



 

8 

 

清 田 具体的な会社の件については、申し訳ありませんがコメント

を控えます。 

 JPXでは、インサイダー取引を含めた不公正取引の発見のため、

証券取引等監視委員会と密接な連携をとっているわけでござい

ます。監視委員会が課徴金を課すというような結論になるよう

な場合の多くのケースは、JPXの自主規制法人が発見して監視委

員会に連携し、それを踏まえて監視委員会が調査を始めている

ということなので、極めて連携はうまくいっていると思います。 

 ただ、そういった悪質な取引が発生するということについて

は、極めて憂慮しておりまして、実は自主規制法人において、

まだ試行段階ではあるものの、近いうちに、AI を使って見せ玉

等の可能性のある取引を自動的に選別する仕組みを導入するこ

とを検討しています。これにより、もともとのデータから見る

と、不公正取引の可能性のある取引を相当絞り込むことができ

るので、より疑わしいものに人的リソースを集中できる仕組み

をつくって、できるだけ市場の公正性、公明性に集中して取り

組むようにしたいというふうに思っています。 

 

記 者 ２つ質問させていただきたいと思います。 

 １つ目は東芝についての追加質問です。内部管理体制確認書

の審査については、相当な期間がかかるというふうにおっしゃ

いましたけれども、具体的にはどれぐらいのイメージを持って

いるか教えていただきたい。 

 ２つ目といたしましては、ETFについてです。残高は著しく伸

びているということがデータ上でもわかっているんですけれど

も、まだまだ、例えばニューヨーク市場なんかと比べると、圧

倒的に日本はまだ少ないというところで、これからどういった

期待感を持ってらっしゃるのかというのを教えていただければ

と思います。 

 

清 田 まず東芝の件ですけども、内部管理体制確認書が提出された

後、どれぐらい審査にかかるかということでしたよね。 

 今回アメリカで起きた減損問題と、それに対する、先ほどご

指摘の内部告発の問題も含めて、相当程度広い範囲で東芝の改

善状況をチェックしなければいけないということなので、私自

身もちょっとよくわからないぐらい、相当時間かかるのではな
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いかと思っていまして、何カ月ということはちょっと言えない。

１年はかからないのではないかというふうにしか言いようがな

いんですけれども、できるだけ早く審査を終了して、結論を出

さなければいけないという気持ちは持っております。とにかく

結論を先に持って急ぐというわけにいかないので、公平に見て、

どちらであっても、正しい、事実に基づく結論を出すというこ

とで、相当時間がかかるということを覚悟しているところでご

ざいます。何カ月ということは勘弁していただければと思いま

す。 

 ２番目の問題ですけれども、ETFの残高が日本でも大きく増え

ている最大の要因は、皆さんご承知のとおり、日銀が年間買い

付ける ETFの金額が非常に大きいということなんですけれども、

実はそれに隠れておりますが、ETF の個人の保有者が 50 万人く

らいからわずか１年で 20万人程度増えているんですね。 

 ですから、ETFの投資商品としての認識が少しずつ広まってき

ている証拠ではないか。私どもも説明会等やっておりますけれ

ども、金融機関も含めて、いろんな ETF のセミナー等が広がっ

ていることが大きく影響していると思います。 

 ETFで最も多く取引されているのは、レバレッジ型とインバー

ス型のものです。これらはどちらかというと極めて短期的な投

資をやっている人たちに使われているわけですけれども、実は、

テーマごとに少しずついろんなインデックスに連動する ETF が

つくられていて、我々もそういったものをつくりたいというふ

うに思っています。昨年導入された日銀の購入対象になってい

る人材設備投資に積極的な企業を選んだインデックス、その前

から動いている JPX日経インデックス 400、それから、やはり金

利がマイナス金利になっているということもあるので、利回り

を追求する形の配当重視の ETF。３月 13 日に指数算出を始める

JPX日経中小型株指数についても、ETFの組成にご関心のあるア

セットマネジメント会社があると伺っておりますが、やはりイ

ンデックス型、特にインデックスの中でも東証の TOPIX や日経

平均に比べて、スマートベータと言われるようなプラスアルフ

ァを期待するようなインデックスについて、これからはいろん

な形で投資家が入ってきていただいて、ETF市場が大きくなるん

じゃないかと思っています。 
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記 者 ２点あるんですけれども、１点目が今回のこの役員人事の狙

いについてです。在任期間が長い方々が今回退任されますが、

今回の人事に込めた意味とか、特に強化したい分野が清田さん

の中でどういうイメージなのか教えていただきたいです。 

 あともう一点は、種類株のことなんですけれども、シンガポ

ールとか香港で種類株を緩和する方向で議論が進んでいるとい

うふうに伺っております。株主権利の保護という観点からは種

類株について一定の規制が必要だということは理解できるんで

すが、アジアでの取引所間の競争という意味においては、一部

種類株を緩和するというような発想もあるとは思うんですけれ

ども、この点について、どのようにお考えか教えてください。 

 

清 田 １つは役員体制のスリム化ということと、一部若返りも図っ

ていかなければいけないということもあって、今回の人事を行

ったということでございます。 

   

    種類株の件については、ずっと論議になっておりました。安

易に種類株を認めるところには今のところないというふうに申

し上げたいと思いますが、当然、種類株がどんな状況であって

もノーというわけではなく、サイバーダインのように種類株を

既に発行して上場している企業もあるわけですね。ですから、

やはり是々非々を十分検討した上で、発行会社がどの程度の少

数株主の利益を守るための防止策をセットしていただけるかに

よって変わってくるというのが今、私どものスタンスでござい

ます。 

 

記 者 東芝についてもう一点お聞きしたいことがあるんですけれど

も、現在、二部降格の可能性が高まっていると思うんですが、

二部に降格した場合、GPIF や ETF への影響というのは何かある

のかと、それ以外にも投資家への影響というのは何か考えられ

るのか、具体的に教えていただければと思います。 

 

清 田 ETFで日経 225連動 ETFとか、TOPIX連動 ETFとかいうふうに

なりますと、二部に落ちたら外れますから、間違いなく影響が

出ます。また、GPIF その他の機関投資家が、二部銘柄の東芝の

保有を持続されるのか、されないのか、そこらについては、機
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関投資家の投資適格銘柄の範囲の基準の問題だと思いますので、

影響がないとは言い切れないものの、私からははっきりしたこ

とは申し上げられない。ただ、少なくとも２つの代表的な指数

からは外れる。JPX日経インデックス 400からももう外れている

ということは、既に影響は出たはずだということではあります

ので、そういった指数の中に東芝が組み込まれていて、まだ外

れていないというものがあれば、影響を受けるというふうに思

っております。 

 

以 上 


