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記者会見要旨 
 
日      時：2017年 6月 16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 本日、午前１０時から、日本橋のロイヤルパークホテルにお

きまして、定時株主総会を開催しました。 

別室モニターでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、

私から、簡単にご報告します。 

 

議決権行使書を提出された方を含め、 

総株主数 ５万２，５６０名の方のうち、 

１万９，９７４名のご出席 

議決権総数 ５４１万７２個のうち、 

４７４万５，５８０個の議決権行使 

がありました。 

 

株主総会の会場にお越しくださいました株主数は、２，０３８

名であり、昨年よりも、９９２名ほど多くの方にご出席いただき

ました。 

質疑も活発に行われまして、１２時４２分に、終了いたしまし

た。 

また、取締役選任などの株主総会の議案につきまして、原案ど

おり、承認されましたことを併せてご報告いたします。 

 

    簡単ですが、私からは以上です。 

 

記 者 来週から上場企業の株主総会が本格化します。東証では株主

総会の開催日を分散するように取り組んできましたけれども、

今年の最集中日の集中率は 30％以下だということで、成果はあ

ったのかなと思われます。こちらについての評価と、個別議案

ごとの議決権行使の内容について、金融庁の指導などもあり、

信託銀行などが公表するようになってきている点についての評

価もいただければと思います。 
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清 田 株主総会開催日の集中が分散してきたのは、ご指摘のとおり

で、最集中日の開催は 29％台まで下がってきました。 

最集中日に株主総会を開催する企業は 696社と、集中度合いが

完全に解消したとは言えないものの、相当分散してきているので

はないかと思います。 

 これは、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナン

ス・コードが 2014年から 2015年にかけて導入されたことが、機

関投資家及び企業経営者を動かしている。すなわち、株主重視の

経営、企業価値向上の経営というものを目指す上で、株主総会の

あり方を真剣に考える企業の経営者が多くなったということだ

と理解しています。 

 もう少し分散化できるかもしれませんが、ここまででも相当進

んできたなという評価をすべきではないかと思います。 

 ご指摘いただいた後半の部分ですけれども、スチュワードシッ

プ・コード改訂やフィデューシャリー・デューティーの議論を踏

まえ、機関投資家の行動パターンも変わりつつあって、ご指摘の

ように、議決権行使結果を個別開示する機関投資家が増えてまい

りました。 

 一部報道されておりましたように、三菱 UFJグループの機関投

資家が、三菱自動車の人事案件に反対を投じたということも、機

関投資家がグループ経営だとか、身内意識だとかにとらわれずに、

あるべき姿としての投資家としての判断を議決権行使に表して

きているということかと思います。 

 まだ若干躊躇している投資家さんもいらっしゃるかもしれま

せんが、こういったことが、日本企業の企業価値向上に関する投

資家と企業経営者との対話の改善につながっていくのではない

かと期待しております。 

 

記 者 東芝の特設注意市場銘柄の指定解除の審査について伺います。

以前、会見で、有価証券報告書の提出まではまだ結論が出せな

いというようなご発言がありました。６月末の提出期限が近づ

きまして、提出が遅れる可能性というのも否定できないと思う

のですが、現時点での審査のスケジュール感について、お聞か

せいただければと思います。 
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清 田 ご指摘のように、東芝の発表によると、６月 28日の株主総会

では決算数値の正式な報告はできないということですし、直近

では、有価証券報告書の提出も６月末の法定期限に間に合わな

いのではないかという報道も一部されているところです。 

 私どもとしては、当然、東芝が内部管理体制の改善に取り組

む過程で、有価証券報告書を、監査法人の適正意見をつけて、

法定期限内に出していただくための努力を最大限続けてほしい

という気持ちは変わっておりません。 

 ただ、ご承知のように、ウエスチングハウスのチャプター11

申請もありましたし、また、債務超過を解消するためのメモリ

部門の売却について、色々な案が出ては消え、出ては消えとい

う報道がされているなど様々な事柄が不確定なまま推移してい

るところでもございます。 

 東芝から３月 15日に提出された２度目の内部管理体制確認書

の内容を踏まえて、特設注意市場銘柄指定から解除するか、そ

れとも上場廃止にするかという審査は続いておりますが、確認

書が提出された後に先ほど申しましたような後発の事象がたく

さん発生しておりまして、現時点の東芝が上場維持に値するか

しないかという審査のためには、後発の事象であろうとそうし

た事実関係も考慮しなければいけないであろうと思います。そ

うした状況の中で、有価証券報告書も出ないうちに一方的に結

論を出すことはなかなか難しかろうと思います。 

もちろん、自主規制法人が審査するわけで、私が直接、あれ

しろ、これしろと言える立場ではございませんが、客観的なこと

から私が想像するに、そう簡単に結論が出るという状況ではない

だろうと思います。 

 また、有価証券報告書の提出状況は、監査法人との意思疎通が

適切に図れるようになったのかどうかがひとつの形として見え

る部分であろうかと思いますので、そうした観点でも、成り行き

を注視していく必要があると思っています。 

 

記 者 政府が公表した未来投資戦略 2017の中で、相談役、顧問の開

示の制度について触れられていて、その開示について、東証の

ほうで対応するとされております。東証としての対応について、

スケジュール感含めて、もし決まっているものがあれば教えて

いただきたいのと、相談役、顧問というのを廃止すべきだとい
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う議論もある一方で、清田 CEO ご自身の経験等々で、相談役、

顧問が機能するような場面というのはあるのかどうか、教えて

ください。 

 

清 田 相談役、顧問の件については、いろいろ議論があるかと思い

ます。もちろん、相談役、顧問が果たしている役割に比べて不

当な厚遇を受けていると批判的に伝える報道もございますが、

相談役、顧問制度を温存している企業サイドからは、「当社の顧

問、相談役は十分に役に立っている」というご主張もあると思

います。 

 私個人としては、役割を終わった役員経験者、特にトップマ

ネジメントを経験された方々が、役員として後任を選んだ後に

経営に影響力を残すことは、必ずしも望ましくないであろうと

いう考え方に賛成です。 

 一方、特に大きな企業であれば、非常に多岐にわたって外部

と接触している企業もあろうかと思います。例えば、経団連や

経済同友会、銀行協会や証券業協会といった業種別の協会があ

る。そういったところに役割を果たすと同時に、私自身が経団

連や経済同友会に属した経験からいっても、何の基盤もなく、

顧問でも相談役でもない方々が、そういった団体にいらっしゃ

ったとしても影響力が弱いということから、やはりそういう

方々が必要だという考え方もあるのだとは思います。したがっ

て、私は一律に相談役、顧問は廃止すべきだというルールづく

りが望ましいとは思っておりません。やはり各企業それぞれの

事情において、相談役、顧問制度は必要だという考えはあり得

ると。 

 そうすると、コンプライ・オア・エクスプレインではないで

すけれども、顧問・相談役制度を残し、実際に置かれている企

業は、しっかりと説明を果たすことが重要かと思いますので、

この部分をルール化するのが望ましいということかと。 

顧問、相談役の業務内容や勤務形態などについて、一定の開示

をする。一定の開示をすることによって、胸を張って顧問や相談

役が仕事をできるようになれば、それはそれで良いのではないか

と思います。これを機会に、各社においてもう一度頭から整理し

直すことが重要かと思います。 
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記 者 タカタの売買停止があったと思うんですけれども、報道につ

いて何か連絡はあったのか、コメントをお願いいたします。 

 

清 田 これまでの経緯については認識しておりましたが、報道され

たような、民事再生法の申請によって経営再建を図ろうとして

いるという事実関係については全く存じあげませんでした。 

 報道があってからは、東証は売買停止にしております。未だ

タカタから開示がされていないかと思いますが、こちらからは、

当然、今日の報道を受けて、タカタに対してコンタクトをとり、

開示を求めています。 

前向きに検討されているとは思いますが、事実として何があ

るかについては、私どもの方には、まだ伝わってきておりません。 

 今後、注意深く見守っていきながら、タカタとの意思疎通を図

っていきたいと思います。 

 

記 者 今日の株主総会で株主から質問が出たように、東芝など大企

業の上場を維持するか廃止するかの基準について、忖度がある

んではないかとか、あるいは、最近、大企業の上場廃止がない

ので、ちょっと基準が緩いんじゃないかという指摘があったか

と思うんですけれども、それについてどのようにお考えか、お

願いいたします。 

 

清 田 まず、忖度があるかどうかについてですが、全くございませ

んし、あるはずがありません。 

 ご承知のように、金融商品取引法上規定されている自主規制

法人というのは、JPXから独立した組織でございまして、ここの

上場審査及び上場管理については、営利企業としての JPX から

完全に離れています。そして、私や JPX 内の人間も含めて、政

治や経済界、その他外部の方々からいろいろなご意見を直接い

ただくことは全くございません。 

ですから、忖度等はないということをはっきり申し上げておき

ます。 

一方、大企業の上場廃止が少ないのは変じゃないかというご指

摘については、以前こういった不祥事が起きた場合に上場維持か

上場廃止の二択しかないという仕組みが問題だということで、制

度の見直しを行っています。 
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具体的には、特設注意市場銘柄、すなわち、上場廃止の猶予措

置として改善機会を付与する仕組みが利用されているために大

企業の上場廃止が少なくなっているという印象をお持ちになっ

ているということではないかと思います。 

もちろん、内部管理体制が改善されずに上場廃止となった例も

あり、そういった面では、ご指摘のような、大企業だから特段配

慮をしているとか、ないしは中小企業には冷たいとか、そういっ

たことではなくて、極めて冷静に上場についての判断を自主規制

法人において行っているとお考えいただきたいと思います。 

 

記 者 タカタについて、民事再生法の適用申請準備中という報道が

出まして、終日売買停止のままでした。これだけの大きな報道

が出た後、１日開示が出てこないのは、上場企業としての自覚

に欠けるというか、清田さんのご見解をお伺いしたいのですが、

いかがでしょうか。 

 

清 田 ご指摘のように、今朝、取引開始前のニュースを受けて、東

証はその事実関係が開示されるまでの間取引を停止することと

しました。その後、タカタも開示に向け前向きに努力していた

だいていたのだとは思いますが、なかなか開示がされなかった。

その結果、売買停止を終日続けたということでございます。私

どもとしては、引き続き強く情報開示を求めていきたいと思っ

ています。 

 

記 者 富士フイルムの子会社の富士ゼロックスの海外の販売会社で

不適切会計があったということで、富士フイルムは今後、過年

度の有価証券報告書を訂正することになると思います。第三者

委員会の報告書などを見ますと、今回の不適切会計の構造とい

うのが東芝に非常によく似ている、富士フイルムとして子会社

の富士ゼロックスに対するガバナンスが機能していなかったと

いう印象を受けます。富士フイルムホールディングスの不適切

会計に関して、今後、特設注意市場銘柄に指定する可能性はあ

るのでしょうか。 

 

清 田 富士フイルムについては、第三者委員会の見解が発表された

ばかりのところです。その内容について見ると、売上至上主義、
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隠蔽体質など厳しいご指摘もされており、第三者委員会が機能

しているなという印象を持っています。また、東芝と構造が似

ているとのご指摘ですが、若干違いがあるとしたら、東芝は東

芝本体で、富士フイルムは孫会社で不正会計があり、本体の決

算に影響があったということでございますので、若干構造に違

いがあるとは思いますが、起きたことの結果として上場企業の

決算に影響が出ているということには違いがありません。自主

規制法人では、今後色々と話を聞きながら、各期への影響など

も踏まえつつ、対応をしていくということだと思います。 

 
記 者 東芝は有価証券報告書を６月末までに提出するのが難しい状

況のようです。３月末決算の企業は、６月末までに提出される

有価証券報告書で債務超過であることが確認された場合、８月

１日に二部指定替えというのが本来のルールだと思いますが、

東芝が６月末までに有価証券報告書を提出できなかった場合に

どういう対応をされるのかを教えてください。 

 

清 田 二部指定替えは、通常、法定期限の６月末までに提出される

有価証券報告書に記載された連結貸借対照表で債務超過を確認

し、８月１日に二部に指定替えするという仕組みです。 

一方、東芝は、法定期限内に有価証券報告書を提出できるか

どうかは定かではないものの、みずから債務超過を、金額を示し

て公表しているわけです。３月末に 5,400億程度の巨額な債務超

過に陥っていると。また、それを解消するためにメモリの売却に

臨んでいると。その公表した数字をもとに、今、経営している状

況です。 

 こうした状況を踏まえ、自主規制法人として、債務超過を認定

して、８月１日に二部指定替えを行うということは、ひとつの考

え方ではないかと思っております。そういったことも視野に入れ

ながら、今後の二部指定替えの可能性については検討していきた

いと思います。 

 市場第一部に置いたままにすることにより、資本市場にマイナ

スの影響を及ぼすことも起こり得るので、そういうものについて

どちらを優先するかということについて、検討したいと思ってい

ます。 
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記 者 今日の株主総会で、東芝のことをおっしゃっているんだろう

なという株主さんが４人いらっしゃいました。おそらく東芝に

対する東証の態度が厳しくないとか、甘いということをおっし

ゃりたいと思われる株主さんがうち３人いらっしゃったと思い

ます。 

 先程清田さんからご説明があった特設注意市場銘柄の制度に

ついて、我々はもう２年ぐらいずっと報道しておりますので、

株主総会に出るような方ならみんな知っていると思うのですが、

そういう方々でも、やはり東芝に甘いのではないかと考えてい

る人がたくさんいらっしゃるということについて、なぜと思わ

れますか。 

 

清 田 確かに株主総会でもそういったご意見があったのは事実でご

ざいます。 

自主規制法人は、JPX という上場企業の傘下にありながら、独

立した組織であるということにご理解がないために、JPX ないし

は東証が決めれば何でも決まるのではないか、どうしてやらない

のかというご質問があったと私どもは受け止めております。この

自主規制法人の仕組みについては、丁寧にご説明すればご理解い

ただけると思います。 

また、東証一部上場企業としてこれまでずっと存立してきた大

企業について、上場維持、上場廃止を決定するのに、十分な調査、

審査を行った上で結論を出す必要がある、簡単に結論を出すとい

うわけにいかないものだということは、今日の株主総会の中でご

理解いただけたのではないかと思います。 

 引き続き、ご理解いただけるよう努力をしていきたいと思いま

す。 

 

記 者 先ほど質問があった相談役、顧問の件で確認ですが、清田 CEO

の考えとしては、財界活動、業界活動をやるためには、ある程

度、企業が負担をしなきゃいけないと、そういう意味では、顧

問、相談役という肩書きで人を置いておくこと、財界活動に派

遣するための人を雇っておくことは必要だというお考えなんで

すか。 

 

清 田 例えば、経団連というのは企業が参加している経済団体で、
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企業を代表するような人が派遣されています。したがって、経

団連に参加して、役員として活動をされている方はもちろん、

一般の企業の代表者の方で、委員として活動されている方々も

含めて、所属企業が相当規模の会費を納入しております。 

 それらを通じて、業界ないしは経済界における活動を行って

いるわけですから、当然のことながら、企業に所属しない方々

が経団連に所属して活動するということは難しいということに

なり、こうした面では必要な部分もあると。 

 したがって、一概に顧問、相談役は必要ないとか、悪だとか

ということではない。そのかわり、それは堂々とご説明いただ

ければ良いのではないかと思います。 

 

記 者 東芝で日本企業のガバナンスに対する信頼が落ちてしまった、

さらに富士フイルムの件が出て、もっとあるのではないかとい

うような見方をどうしてもされると思います。そういった中で、

２年近く東芝を特設注意市場銘柄としていて、やっぱり甘いと

見られるという中で、全体のマーケットの信用が落ちることに

対して、富士フイルムの問題も起こったことを踏まえて、改め

て今どういうふうに感じてらっしゃって、これをどうやってと

り戻していくかというのを伺わせてください。 

 

清 田 東芝という大きな企業の不祥事が、もう２年近く続いている

と。そこに富士フイルムの問題も起きて、どちらも、海外子会

社がかなり大きな問題を起こしている。日本企業が、少子高齢

化、人口減少の中で成長力を維持するために、どうしても海外

に出ていかざるを得ない、グローバルマーケットに出ていかざ

るを得ないという中で、海外子会社で痛手をこうむった例であ

ろうかと思います。 

もちろん、こうした事例も踏まえて皆さん経営に活かされてい

くと思いますので、これから先起きてくる M&Aでは、デューデリ

ジェンスも含めて、相当に慎重な検討を踏まえて結論を出してい

くことになるのではないかと思います。そういった面では、これ

から、M&A 等に際して、もちろん、その後思ったような効果が出

ずに結果として損失を被ることはあると思いますが、M&A 自体が

そもそも致命的な欠陥だったという事例は、少しずつ減っていく、

ないしはなくなっていくのではないかと思います。 
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 また、先ほどご指摘にあった、日本の資本市場に対する信頼、

ないしは日本の上場企業に対する信頼というものが傷ついてい

るのではないかということについては、私どもも危惧しておりま

す。ただ、コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシッ

プ・コードの導入以降、企業のガバナンスに対するスタンスは大

きく変化を遂げてきています。もちろん過去の失敗が表に出てき

ている事例もありますけれども、今、何もそういった問題を抱え

ていない企業は、そうした失敗をしないまま、投資家との対話を

通じて、経営の改善が一段と進むのではないかと私は期待してお

ります。このコーポレートガバナンス・コードとスチュワードシ

ップ・コードを両輪にして、上場企業のレベルが一段と向上し、

日本の上場企業の信頼が回復されていくべきだと。そこからやっ

ていかないと、特効薬はないと思っております。 

  

記 者 東芝メモリの売却と、債務超過の解消というのが密接につな

がっているんですけれども、来年３月末までに間に合わないけ

れども、例えば 10日とか 15日ぐらいずれそうといった場合に、

何らか、お目こぼしみたいなことは考えられるのかどうかを伺

わせてください。 

 

清 田 来年の３月末に間に合わないかどうかの仮定を今から置いて、

お目こぼしがあるかと言われても、なかなか難しいですが、原

則はないと思ってください。事業年度の末日に債務超過が解消

できなかったら上場廃止というのは、避けられないものだとお

考えいただいて結構です。 

 

記 者 来年の３月末の有価証券報告書がまた遅れるとして、例えば

５月ぐらいにディールが完了しましたというようなものも、だ

めという理解でいいわけですか。 

 

清 田 先ほどの指定替えの質問に対して言いましたように、二部指

定替えのためには、有価証券報告書でなくても、合理的な認定

ができるのであれば、債務超過を認定できる可能性もあるわけ

です。したがって、仮に来年有価証券報告書の提出がおくれた

としても、引き続き債務超過の状態にあるという合理的な認定

ができるのであれば、やはり認定するというのが合理的な推論
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になろうかと思います。 

今この時点で、今から９か月先のことを、私が、こうなるだ

ろうとか、こうすべきだというふうにお答えするのは適当ではな

いと思いますので、推論としてご理解いただければと思います。 

 

記 者 タカタの件も、１兆円近い未確定分の債務というのが宙に浮

いた状態というのが、結構長く明らかになっていたと思います。

もちろん軽々に法的整理というようなことを会社側が認めると

いうことは、できないわけですけれども、そういった状態で、

株価が乱高下するようなことが続いていたと思いますが、厳し

い見方をすると、投資家にとって非常にこれはよくなかったの

ではないかと思うんですが、この辺についてどうお考えかをい

ただければと思います。 

 
清 田 報道によると民事再生法の適用ということが選択肢にあがっ

ているとのことですが、私自身、全く情報を持っておりません。 

 ご指摘が、そもそも上場していることが間違いではないかと

いうご趣旨だとしたら、これについては、タカタのエアバッグ

を採用した自動車が世界中に販売されていて、この販売した自

動車会社も含めて、タカタの経営を支えるというコンセンサス

があった状態で、上場に関する議論の余地はなかなかなかった

というふうにご理解いただきたいと思います。 

 

記 者 東芝さんの状況はいろいろ混迷していまして、来年３月末ま

でにメモリの売却は間に合わないかもしれないということは想

定され得ると。さらに言うと、有価証券報告書もなかなか出て

こない可能性があると。例えば来年３月末までに有価証券報告

書をもとにした上場審査が完了せずに、債務超過をもってして

上場廃止になるということもないわけではないのかなと。その

場合、東証として何も判断せずに、状況だけ推移して上場廃止

を迎えるということが市場の番人として正しいのかどうかとい

う議論はあるような気がします。来年３月にそういった節目が

あることを考えると、それまでに上場維持にしろ廃止にしろ審

査の判断を出すべきだというお考えはありますでしょうか。 

 

清 田 仮定の話をしていくと、もう想定できない話になりかねない
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ので、現状ここまでわかっている範囲でしか申し上げられませ

ん。 

 昨年９月 15日に提出された１回目の内部管理体制確認書の審

査が、その後 12 月 19 日に特設注意市場銘柄指定の継続という

結論が出るまで、特段東芝に関して新しい悪い話が全くない状

態の中でも３か月以上かかっております。今年３月 15日に出さ

れた確認書については、今ちょうど３か月を超えたところです

が、先ほど申し上げましたように、第３四半期報告書の件も、

ウエスチングハウスの巨額損失も、そして、チャプター11 申請

も、債務超過・東芝メモリ売却も、さらにウエスタンデジタル

による訴訟も、数々の要因が起きて、今審査中です。 

波も風も立たなかったときにもあれだけ大きな会社の業務改

善の審査に３か月以上かかっておりますから、今年のように幾多

の事象が起きているものをチェックしながら、審査をするとなる

と、有価証券報告書が出た後も、相当期間がかかるということは、

私としてはぜひ頭に入れておいていただきたいなと思います。 

 

記 者 先ほどの東芝に関する質疑の中で、東芝を東証一部に置いて

おくことの影響も検討する必要があるというお話がありました

が、どういう悪影響があるのか、お聞かせください。 

 

清 田 もちろんいろいろあるかと思いますが、一番シンプルな例と

しては、東証一部にあるということは、TOPIX連動型の投資信託

だとか、パッシブ運用をやっているファンドだとか、そういっ

たところには東芝株が組み入れられているわけですね。通常、

一部でない場合は、債務超過が巨額であって、しかも混乱して

いる会社については、投資判断の結果組入れから外す可能性の

あるような機関投資家でも、一部に残っている限り外せないと

いうようなことが起きているわけです。ですから、一部の銘柄

としての価値があるものを外すのはいけないと思いますが、も

し一部に残る資格がない状態であれば、外さなければいけない

という考え方もあって、それを東証二部に指定替えするルール

では「債務超過の場合」としているわけです。 

債務超過を東芝が認めた段階で、一部には不適切だというこ

とを自ら認定されているわけですよね。それを踏まえてしかるべ

きポストに移すことは、投資家、市場の参加の皆様方にとっては
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大事なことかなと。 

 ただ、先ほども言いましたように、これは決まったわけではあ

りません。そういったことも含めて、二部への指定替えをすべき

かどうかを、今、自主規制法人のほうで慎重に検討しているとこ

ろだと思っております。 

 

                               

以 上 


