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記者会見要旨 
 
日      時：2017年 3月 31日（金） 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１点だけでして、「中期経営計画のアップデー

ト」についてでございます。 

私の会見終了後、事務方から別途、説明をさせていただく予定

ですので、この場ではポイントを絞ってご説明します。 

 

それでは、「中期経営計画のアップデート」についてですが、

お手元の資料を、適宜、ご覧いただければと思います。 

 

ＪＰＸでは、昨年３月に第二次中期経営計画を公表しておりま

すが、本日で、その初年度を終了することになります。 

そこで、これまでの進捗を踏まえ、基本的な骨子は変えており

ませんが、必要箇所について計画のアップデートを行いましたの

で、ご説明します。 

 

皆様もご承知のとおり、昨年の英国のＥＵ離脱を決定する国民

投票結果や米国大統領選の結果が象徴するように、グローバルな

政治・経済動向については、不確実性が高まっており、当面、こ

うした環境は続くとみております。 

このような不確実な環境であればあるほど、市場を通じた価格

発見やリスクヘッジ手段の提供といった、市場インフラの機能が

その役割を適切に果たすことが、より強く求められると認識して

います。 

そこで、ＪＰＸが市場インフラの運営者として、期待される役

割を適切に果たすこと、まずは、そのことに万全の取組みをする

とともに、それを支える収益・財務基盤の中長期的な安定性確保

に向けた取組みを強化したいと考えています。 

 

昨年公表した第二次中計において、重点的な取組み分野として、 
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・「投資家の多様なニーズを充たすとともに、中長期的な資産形

成を活性化していくこと」 

・「上場会社の価値向上を支えること」 

・「市場基盤を強化して、社会の期待に応えていくこと」 

・「取引所ビジネスの新たな地平を開拓していくこと」 

の４点を掲げました。 

 

    来年度においては、これらの４点の重点的な取組み分野に関

しまして、特に７つのポイントを取り上げて、注力してまいり

ます。 

 

「投資家の多様な投資ニーズを充たすとともに、中長期的な資産形成

を活性化していくこと」について 

①  １点目ですが、若年層の安定的な資産形成を促進すべく、多

様なチャネルを通じた「リテラシープログラムの提供」などの

取組みを拡充していきます。 

②  ２点目として、長期の積立・分散投資手段としてＥＴＦの活用

を促す観点から、「ＥＴＦのマーケットメイク制度の導入や商品

の品揃えの強化」、「ＥＴＦの設定・交換に係るバックオフィス

業務の効率化に資する施策の検討」など、必要な環境整備を進

めていきます。あわせて、様々な投資者のニーズを捉え、ＪＰ

Ｘ日経中小型株指数に連動する金融商品の組成・上場など、「商

品の多様化」を図ります。 

③  ３点目は、デリバティブ取引についてですが、国内機関投資

家によるヘッジの活用など、「投資家層の裾野の拡大」に向けた

取組みを強化していきます。 

  

「上場会社の価値向上を支えること」について 

④  ４点目ですが、コーポレートガバナンスの実効性を高める観

点から、上場会社と投資家との建設的な対話を促すべく、「英文

による開示の促進や非財務情報の開示環境の整備」に取り組み

ます。 

 

「市場基盤の強化により社会の期待に応えていくこと」について 

⑤  ５点目として、今年度においては、ＢＣＰ・サイバーセキュ

リティの強化や、清算・決済サービスの高度化などに取り組み
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ましたが、今後は、こうした取組みに加えて、市場運営の安定

性向上のため「リスク管理の強化・充実」を図ってまいります。 

⑥  ６点目は、来年春に導入が見込まれる高速取引の登録制に関

して、関係者への制度周知や、取引監理・売買審査等の体制の

整備など、「登録制の円滑な導入」に万全の対応を図っていくこ

ととします。 

「取引所ビジネスの新たな地平を開拓していくこと」について 

⑦ 最後に、「ブロックチェーン技術や人工知能の活用」に向けた

研究をいっそう進めていくこととします。 

      私からは、以上でございます。  

記 者 東芝についてお尋ねします。東芝は、3 月 14 日に予定してい

た決算発表を再延期しました。15 日には内部管理体制確認書を

東証に再提出して、自主規制法人のほうで審査に入っていると

思います。ウエスチングハウスの連邦破産法の適用申請に伴っ

て、３月末時点で東芝の債務超過額は 6,200 億円に膨らむとい

う見通しだそうです。 

 清田 CEO は先月の会見で、東芝は３つの項目で上場廃止のリ

スクを抱えているとおっしゃっていましたけれども、直近の１

カ月間のこういった状況の変化を踏まえて、３つの上場廃止の

リスクについて、改めてどういうふうに見ていらっしゃるかと

いうのをお聞かせください。 

清 田 先月の会見で申し上げた、東芝が抱えている上場廃止に向け

た３つのリスクというのは、基本的には同じリスクを抱えたま

ま走っているというふうに思っております。先月、最初に 14日

の四半期報告書の提出期限の遅延について申し上げましたが、

この点については、期限の再延長がなされ、４月 11日に四半期

報告書の提出期日を迎えることになりました。その日までに提

出できるかどうか、引き続きリスクを抱えたままです。４月 11

日までに提出されれば、一旦は解決するわけですが、今度は本

決算の数字がきちんと出るかどうかという点も、改めて問題点

として注目を浴びるのではないかと思います。 

この点について、今の段階で何らかの不安があるかどうかに
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ついては全くわかりません。ただ、少なくとも四半期報告書の

提出が行われ、正常なスケジュールで有価証券報告書の提出等

が行われていけば、かなり東芝の経営が安定するという感じに

はなるかと思いますが、全く今のところ情報がありませんので、

これからの次のテーマかなという感じがしております。 

 ２つ目のポイントは、特設注意市場銘柄の審査です。先月の

記者会見のときは、内部管理体制確認書が提出されるかどうか

についても若干心配がありましたが、それが提出されたという

意味では、問題点をクリアしたわけですけれども、内容が問題

であって、真に東芝の内部管理体制、ガバナンスがきちっと回

復しているかどうか審査するという状況にあります。これにつ

いては、前回もお話ししましたように、相当時間かかる可能性

があると。特に、複雑な海外の事業分野を抱えている東芝が、

どの程度内部管理の改善策を実現しているかということについ

て、相当深く審査していくと思われますので、時間については

相当かかるのではないかということは、前回の会見のときお話

ししたのと同じ状況だと思います。 

 ３つ目が債務超過、すなわち財務の問題でございます。ウエ

スチングハウスが連結から外れるという結果が受理されたとし

て、実現したということであれば、年度末の債務超過額が 6,000

億円を超えるという予想になっておりますので、引き続き債務

超過はほぼ確定していて、有価証券報告書で債務超過が確認さ

れると、８月１日に東証二部に指定替えして、そして来年３月

末までに債務超過を解消できなければ上場廃止というリスクを

抱えているということでございます。 

 ただ、債務超過の額が大きくなった分だけ、債務超過を回避

するために必要な、半導体子会社の売却益、資本へ充当できる

売却益の金額が大きく膨らんでおりますので、半導体子会社の

売却に伴う条件等は、東芝にとっては厳しくなっているはずで

す。もちろん、東芝の発表によると、１兆 5,000 億円から２兆

円は価値があるはずだと。これは期待かもしれませんし、事実

かもしれません。できない相談ではないかもしれませんが、一

応ハードルは上がっているということは事実であろうかと、こ

ういうふうに思っております。 

 

記 者 清田さんの認識を教えてほしいんですけれども、東芝は四半
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期報告書の提出期限を、繰り返し延期している状態ですけれど

も、こういう状態が資本市場の秩序にとってはどれぐらい問題

なんでしょうか。 

 

清 田 東芝という歴史と伝統がある、そして経団連の会長を輩出し

ているような名門企業が、これだけの長期にわたってガバナン

スの改善が進んでいない。有価証券報告書の提出期限を二度も

延長し、特設注意市場銘柄に指定され、今回も四半期報告書の

提出期限を二度延期しました。日本を代表する企業が、このよ

うな事態に陥ったということについては、やはり他の上場企業

の経営者の注意を強く引いているだろうと思います。 

 そして、ウエスチングハウスで巨額な損失を出すという、や

はりガバナンスが効かないことの代償というのがいかに大きい

かということを見ていただいた。 

 したがって、この件について、東芝が、そうはいっても、こ

んなことやっていて許されているというふうに見ている経営者

はいらっしゃらない。むしろ、こういうことを起こしたらいか

に大変なことになるのかという危機感を持っていただいている

ように思いますので、上場企業の規律に関する考え方が緩んで

しまうというふうに私は見ておりません。むしろ、決して嬉し

いことではないんですけれども、他山の石として、上場企業の

経営者の方々に警告を発した案件になっているというふうに思

っております。 

 

記 者 チャプターイレブン申請によって、内部統制に問題のある子

会社であるウエスチングハウスが連結除外になりますと、東証

の審査からも除外されるのか、相変わらず審査の対象なのかと

いうのが１点です。 

 それと、この１カ月間に四半報提出期限の再延期や、ウエス

チングハウスの件等、いろいろありましたけれども、１カ月前

に清田さんは、審査には１年はかからないのではないかとおっ

しゃっておられましたが、このスケジュール感は変わらないの

かというのが２点目です。 

 ３点目、志賀元会長が今年の頭以降、公の場には姿をあらわ

しておられません。そのことに対して、記者や株主が問題じゃ

ないかと、説明責任を果たしていないんじゃないかというふう
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に言っていることに対しての、受けとめを教えてほしいのと、

加えて、一昨日以来から、東芝は、ウエスチングハウスの連結

除外によってリスクが遮断されるとおっしゃっておられます。

しかし、本当にそうなんだろうかという声も、アナリストや株

主からも出ていますけれども、清田さんはどのように注視して

いらっしゃるのか。 

 

清 田 まず、ウエスチングハウスのチャプターイレブンによって連

結から外れるということは、コーポレートガバナンスを中心に

した今回の自主規制法人の審査対象から外れるかどうかという

ご質問です。３月 15日時点では、まだ連結から外れておりませ

んでした。ですから、３月 15日付で提出された改善報告書の中

では、まだウエスチングハウスは連結子会社として報告されて

いるはずです。私は中身を全く見ておりませんが。 

 ですから、理屈の上で言うと、引き続き審査対象であるとい

うことは言えます。しかし、一方において、3 月 15 日以降に起

きてきた状況が全く関係ないのか、私たちが一番問題にしなけ

ればいけないのは、東芝の今後、本当に経営が改善されるのか

どうか、ないしはされたかどうかということについて見なけれ

ばいけない。これだけ大きな経営判断をした結果として、ウエ

スチングハウスが連結から外れることによって、ウエスチング

ハウスの社内ガバナンス、これが孫会社に対するグリップも含

めて今回問題を起こしたわけです。ここについて、今後の東芝

の内部管理体制からは外れるということになるのだとすれば、3

月 15日時点では審査対象から外れてはいないものの、やはり今

後の東芝の方向性に対しては、少なくとも外れたことで東芝の

肩の荷はおりているというふうに考えていただければいいと思

います。 

 ２点目について、１カ月前に、審査には相当時間がかかりま

すと、１年とまでは言わないまでも、少なくとも前回約３カ月

かかったのに比べると、より長く期間がかかる可能性が高いで

すねと申し上げました。これは、変わっていないと思います。

東芝はウエスチングハウス以外にも連結の海外子会社をまだま

だ持っております。ですから、それらの審査についても、これ

まで以上に慎重にきちっと見ていかなければいけないと思いま

すので、相当期間がかかるという認識は変わっておりません。 
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 ３点目のご質問、志賀前会長が全然表に出られていないとい

うことについては私どもには全く情報はありません。 

 ４番目の質問、ウエスチングハウスが連結から外れたからリ

スク遮断だと東芝はおっしゃっているが、本当に遮断かという

ことについては、私は、基本的には連結決算の上でこれから決

算上の影響を受けにくくなるというのは事実であるかと思いま

すが、一方、ウエスチングハウスに東芝は親会社として保証を

しているということがあって、その件についても、全額保証債

務を履行することを前提に損失の見込みを出されておられます

ので、相当程度織り込まれているはずではあると思います。 

 ただ、原発の発注企業である電力会社との関係であるとか、

労使の問題だとか、そういったことについては、私のほうには

全く情報がございませんので、的確なお話、ご返事はできない

状況にあるというふうに申し上げておきたいと思います。 

 

記 者 ウエスチングハウスがチャプターイレブンの適用を申請し、

連結から外れた場合、自主規制法人の実質的な審査対象にはな

らないという理解でよろしいでしょうか。 

 

清 田 少なくとも内部管理体制確認書を提出した段階では、ウエス

チングハウスは審査対象に入っておりますので、全く審査しな

いというわけではありませんが、審査は自主規制法人が行いま

すので、詳細は承知しておりません。 

 内部管理体制確認書の中で審査対象に入っているものであっ

たとしても、提出からわずか２週間後に連結から外れるという

ことになったのであれば、未来志向で審査を考え、少なくとも、

連結対象から外れないで走っていくよりは軽くなるかもしれな

いと先ほど申し上げたのであって、審査対象から外れると思っ

ているわけではありません。 

 

記 者 東芝の件で２問お伺いします。１点目は、今朝の閣議後会見

で、麻生太郎財務・金融担当大臣から、東芝は誰が社長で、誰

が決めて、誰が最終決断しているのかよく見えてこないとの発

言がありました。厳しい状況にある東芝で、経営陣のリーダー

シップが機能しているのかということに疑問を呈したわけです

が、清田さんは、現経営陣のリーダーシップについてどのよう
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にご覧になっているでしょうか。 

 

清 田 綱川社長が就任されて１年弱、その間、外部から極めて有力

な社外取締役の方々が配置されていらっしゃったわけですけれ

ども、東芝の現体制について私は全く機能してないと思ってい

るわけではありません。ガバナンスをよくしようと必死で努力

してこられたのだと思うのですが、問題になったアメリカのウ

エスチングハウス及びそのさらに子会社の S＆W等からの情報が

タイムリーに、しかも正確に東京の本社に上がってこない仕組

みだったと思われるんですね。それが大きな問題になってリス

クを遮断することを選択した、せざるを得ない、そういう面で

は、社長にリーダーシップがあるかないかではなく、ガバナン

スが効かない組織を引き継いだ現経営陣が大変苦労されている

姿ではないかというふうに思います。ですから、ガバナンスを

改善した東芝というものが、私たちが最も期待する姿だという

ふうに思っております。 

 

記 者 そうすると、ガバナンスが機能しているか、あるいは改善し

ているかというのは、今後、自主規制法人が審査するところと

いうことでしょうか。 

 

清 田 はい。 

 

記 者 外部から招聘した社外取締役である監査委員長の佐藤さんが

先日の会見の中で、現在アメリカでのウエスチングハウス幹部

の圧力の有無について調べているところで、前代未聞の取り組

みなので、４月 11日までに四半期報告書を提出できるかどうか、

監査法人から承認を得られるかどうかわからないとお話をされ

ていました。投資家にいち早く開示資料を示すという責任感と

いうよりも、前代未聞の事態なので仕方ないじゃないかという

開き直り、あるいは再延期もあるというような印象を受けまし

た。この点について清田さんの受けとめいかがでしょうか。 

 

清 田 会見での佐藤さんのご発言は承知していませんが、それだけ

PwC、ウエスチングハウスの監査法人の見方が厳しいということ

をおっしゃっているんだろうと思うんです。私どもとしては、
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四半期報告書が予定どおり提出されることを待つしかない。最

大限の努力をしていただき、期限までに関東財務局に提出して

いただければ、有価証券報告書等の提出遅延に係る上場廃止の

リスクはクリアするわけです。 

 

記 者 仮定の話ではあるんですが、東芝が過ぎ去った年度の決算を

訂正するということになり、それが債務超過だった場合、どう

なるのでしょうか。今年度の債務超過はほぼ決まっているわけ

ですが。 

 

清 田 仮定の話についてのお答えはご容赦いただくということでお

願いします。 

 

記 者 上場廃止の審査のルールについて伺います。過去にも大きな

会社の上場廃止を東証が決断したりしなかったりしたときに、

いろいろと市場等々から批判が出て、それでルールをブラッシ

ュアップして今の特設注意市場銘柄というものと自主規制法人

という仕組みができたと思います。今後、東芝の問題を考慮に

入れた上で、上場廃止のルールについて変更や改善をしていく

ということはあり得るのでしょうか。 

 

清 田 今のところ全くそういった論議はしておりません。過去にル

ールを変更した際も、事態進行中に論議をしたわけではないと

思います。今後、事態が収束してから、何等かの論議がなされ

る可能性はありますが、今の段階で制度改正が必要だという認

識はございません。 

 

記 者 東芝について、３点お願いいたします。 

 ガバナンスが効いてなかったウエスチングハウスを切り離し

て連結から外したことは、ちょっと意地悪な見方をすると、結

局東芝に子会社をガバナンスする能力がないから諦めた、とい

うふうに見えます。東芝にガバナンス能力がないことがこれだ

け公になってしまった中、未来には改善していくだろうという

ふうに見るのはやはり甘いのではないかなと思われるのですが、

このあたりについてはいかがでしょうか。 
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清 田 ウエスチングハウスのガバナンスそのものにも問題があると

思いますが、ご指摘のように、東芝にウエスチングハウスをグ

リップするガバナンスが利いていなかったことが最大のポイン

トで、海外の巨大企業を子会社にして経営をするということの

経験がなかったと見られます。そういう面で、ご指摘のとおり、

東芝のガバナンスそのものに非常に大きな欠陥があったと。 

 東芝の前回の特設注意市場銘柄の指定を解除するかしないか

という審査のときに、海外子会社のガバナンスについて問題が

あるということで、解除をせず指定を延期したわけです。国内

のガバナンスは相当改善しているという事実は一応、掌握され

ている。 

 ご指摘のように、ほかにも海外子会社がありますから、そこ

のグリップがきちっと利いているかどうかというのは今回の審

査で相当見なければいけないし、ウエスチングハウス切り離し

前の状態として審査する必要もあると思います。ウエスチング

ハウスが連結から外れたとしても、ウエスチングハウスのよう

な海外の子会社、海外組織を掌握する能力があるのか、ないの

かを見きわめるためには、切り離す直前までのウエスチングハ

ウスのガバナンスの状況はやはり見ないといけないだろうと私

は思っています。東芝は、これからどうこうではなくて、既に

ガバナンスが改善したかどうかという視点で審査を受けるとい

うふうにお考えいただければと思います。 

 

記 者 東芝のような会社を上場廃止にしないと、もうこの先、どう

いう悪い会社が出てきても上場廃止にできないんじゃないかと

いうような、ある意味、マーケットの信用まで含めた見方があ

ると思うんですけれども、それに対しては、逆に他山の石とい

うようなおっしゃり方はしたんですが、確かに東芝ほどの会社

を軽々に上場廃止にする社会的なインパクトというのも大変わ

かるんですけれども、やはりどうしても、いろいろ伺っており

ますと、長い目で見てあげるというかですね、そうしないこと

を前提に、いろんなことを何とか周辺は、こう、おもんばかっ

てやっているにもかかわらず、東芝さんがどんどん問題をひた

すら悪くしているというような印象を受けるんですが、やっぱ

り、させたくないというようなのがあるんでしょうかというの

が全体で、その中で、今、言った、もう一度、東芝を上場維持
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することのメリットと、ああいった会社を維持してしまう、せ

ざるを得なくなったときのデメリットというのをどういうふう

に見ていらっしゃるのかというのを教えてください。 

 

清 田 これについて、予断は全くありません。東芝は上場維持すべ

きであるといった予断はありません。また、どこからもそうい

った圧力は来ておりません。ですから、もうほんとうにここで、

３点、先ほど申し上げましたけれども、３つのリスクがあるこ

とについて、一つ一つ解決できたか、できないか、できなかっ

たら、やっぱり上場廃止、できたら上場維持というポイントで

今、審査をしているということでございます。 

 もちろん、一般の社会の中では、けしからん論と、いやいや、

これだけの名門企業で、数多くの従業員がいて、数十万の株主

がいる会社を、生き返れば十分、企業としての実体的なビジネ

ス活動の中身がある会社を残すべきだという声を上げる方もい

らっしゃる。でも、私たちとしては、上場市場を維持していく

上で守ってもらうべき条件が整うかどうかで判断させていただ

くということになるかと思います。 

 

記 者 例えば、社外取締役も、もともと入っていたわけですけれど

も、今回、大物の経済人とかも含めて再度、見直しても、なお

かつ今回の S＆Wのような案件は、防ぐことができなかった。こ

ういった社外取締役制度の今の機能、限界みたいなものと、社

外取締役だけじゃないんですけれども、東芝を見ておりますと、

形はつくるんですけれども、結局ワークしないという、そこの

ところを、ここから何を学んで、どういうふうにこの先、多く

の企業に対して、そこを教訓としていくべく取引所として発信

していかれるんでしょうか。 

 

清 田 東芝の中で、社外取締役の方が、立派な皆さんが就任された

後でこういった問題が発覚した。 

どんなに立派な人がいても、きちっとした情報が正しくタイム

リーに報告されない限り、全く機能できないんです。これは社外

取締役の方々の能力の問題ではなくて、これは社内で精通してい

る人でもおそらく、例えばその部門のもう生え抜きの方でさえも、

あるところから情報が入らなくなったら厳しいと思います。 
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ですから、これはガバナンスの問題として、ウエスチングハウ

スはグリップできていなかった、もう典型的な例だと思っており

ます。 

 ですから、こういったことについて、結果的に社外取締役が機

能しないというふうに一般化して考えるべきではないと。やはり、

きちっとしたガバナンス体制を社外取締役をお招きする企業サ

イドがつくってやっていけば、ものすごくワークする仕組みでは

ないかというふうに私は思っています。 

 

記 者 ３月 15日に、内部管理体制確認書を提出しましたけども、そ

の後、いろんなことが変わり過ぎているんですが、これは再提

出を求めるようなことというのはあるんでしょうか。 

 

清 田 いえ。今のところ、再提出ということは考えておりません。

３月 15日から現在までに大きく変わったところについて、追加

的に資料提出等もあるかと思いますが、改めて確認書という形

で求めるということは、今のところ考えていないと思います。 

 

記 者 先ほどの既に改善したかどうかという視点で審査するという

部分なんですけども、確認書提出時点で改善していなかったこ

とは明らかというか、昨日、おととい時点で改善しましたとい

うなら、切り離したからそうなのかもしれませんが、15 日段階

では改善していないのはもう誰がどう見ても明らかなのではな

いかなと思うんですけど、この辺はどう考えればいいんでしょ

うか。 

 

清 田 ３月 15日時点では、これも含めて打つ手は打っていたはずな

んですね。それが確認書に載っていたかどうかについては私は

わかりません。だけれども、少なくとも改善が行われる意思を

明確にしていたであろうと思われますので、この日時のずれに

ついて見れば、私どもとしては、そこが問題だというふうに考

えずに、全体として改善が行われている、ないしは行われるこ

とが見えているということで考えてもらえばいいのかなという

ふうには思っています。 

 ただ、いずれにしても、中身を精査するのに数カ月かかる案

件でございますので、まだまだ提出されて２週間、おそらく確
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認書の中身を今、おそらく事務方で整理していると思うんです

ね。昨年、出た改善報告書と現在の確認書とがどれぐらい違っ

ているとか、どこが変わったとか。ですから、審査はこれから

というふうにお考えいただければと思います。 

 

記 者 上場のルールですと、意思を明確にしていたとかではなくて

ですね、改善している、改善する見込みがあるから上場維持し

てあげるというのではなくて、もう改善、現にしてないと、も

うそこで自動的に上場廃止だというふうなルールになっている

と理解しているんですけども、そのルールと、先ほどの清田さ

んのご説明だと、ちょっと矛盾しているような気がするんです

が。 

 

清 田 いや、私は別に矛盾しているとは思っておりません。３月 15

日時点での姿を審査するということはもう間違いないわけです

ね。ただ、その後の状況、情勢の変化を一切みないのか、とい

うとそういうことではなく、当然、長期間の審査の中で、情勢

の変化があれば、それを踏まえて審査していくという当たりま

えのことを言っておりますので、一切矛盾しているという考え

は思っておりません。 

 

記 者 今後なんですけれども、自主規制法人の審査、具体的にどう

するかということに関しては、独立している組織なので、清田

さんのほうに情報が入ってこないわけですよね、遮断している

から。そうすると、今後、審査していく中で、定期的に清田さ

ん、東芝の質問があって発言されますけど、自主規制法人の考

え方と、こう、乖離していく可能性があると思うんですけど、

そこに関して、例えば定期的に自主規制法人のほうから清田さ

んに何かレクをするような形にするとか、もしくは、これだけ

社会的に注目を浴びている案件なので、自主規制法人が定期的

に記者会見を開いて、どこまで言えるかわからないですけど、

東芝について見解を述べるとか、ちょっと、JPXとして、東芝に

関する情報発信で見直していったほうがいいんじゃないかと思

うんですが、その辺、どういうふうにお考えになっていますか。 

 

清 田 私のほうには、確認書の中身も、それから自主規制法人が今、
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どういう論議をしているか、全く入りません。ですけれども、

私は、証券取引所を運営する立場として、この証券取引所ルー

ル及び金融商品取引法の基本的な考え方の筋の中でお答えして

いるわけですね。ですから、厳密に自主規制法人の考え方と

私の考え方が合っているかどうかわかりませんが、基本観の

ところで大きく乖離することはないと思っております。 

以 上


