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記者会見要旨 

 
日      時：2017年 7月 28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 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１四半期の「営業収益」ですが、現物の売買代金が前年同

期を上回ったことなどから、前年同期比 11 億円増（+4.3％）の

278億円となりました。 

一方、「営業費用」ですが、システムの償却費が減少したこと

などから、前年同期比 11億円減（△8.4％）の 119億円となりま

した。 

この結果、連結の損益でございますが、只今申しましたとおり、

「営業収益」は増収、「営業費用」は減少しましたことから、当

第１四半期の営業利益は、前年同期比 20 億円増(+14.6％)の 164

億円 、四半期利益（親会社の所有帰属分）は 12億円増(+13.5％)

の 108億円と、増収増益の決算となりました。 

また、公表しております予想値に対しても、ほぼ想定どおりに

進捗しています。 

簡単ですが、私からは以上です。 

 

 

記 者 日経平均が本日も２万円を割ったということで、２万円台を

行き来する中で、足元の相場環境についてどのように分析をし

ておられるかをお聞かせいただきたいのと、少し先ですが、年

末に向けての見通し等についても、どういうふうに思っておら

れるのかということをお聞かせください。 

 

清 田 このところの株式市場は２万円を挟んで一進一退と、ボラテ

ィリティも非常に低く、アメリカ市場が史上最高を更新しても、

日本株はなかなか伸び切れない。若干円高が進んだりしたら、

すぐに２万円を割ってしまうということで、膠着した状況が続
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いていると思いますが、下に行かないという意味での底堅さと

いうのがあるかと思います。 

 これを支えているのは何かというと、おそらく１つには、2018

年３月期の企業収益が、今のまま為替等が変わらないで行くよ

うであれば、かなり好調で、史上最高と言われている 2017年３

月期決算を更新するということで、１株当たりの利益も含めて、

日本企業の全体的な稼ぐ力が上昇している。 

 途中経過ではございますが、主要上場会社の ROE も 10％くら

いに向上しているという状況のようで、海外と比べても遜色な

いぐらいの ROE になってきているということもあって、売る材

料に乏しいから、底堅い相場が続いていて、ボラティリティも

低いと。 

ちなみにこれが、大阪取引所のデリバティブ、特に日経平均、

TOPIX のデリバティブの取引高がなかなか伸びないということに

もつながっているわけでございます。 

 これから年末に向けて、株価が予想外に動くような出来事が起

きるということも必ずしも否定はできないと思いますが、それを

前提に私どもがマーケットの展望を語ることはなかなかできな

いので、今現在、手に入る情報の中で考えると、下値は堅いもの

の上値も重いという現在の構図がもし破れるとすれば、やはり企

業業績の向上が、予想や期待から実績といったものに変わるとき

ではないか、そこで２万円が固まっていく可能性も期待できるの

ではないかなと思っております。 

  

記 者 ２点あります。１点目は、今回の決算について、通期の予想

では、営業費用は増える予想でしたが、第１四半期は前年同期

比で減っています。これは一時的に減っていて、通期で見れば

やはり増えるような着地になるのか、もしくはこの傾向が続い

ていくのか、また、収益的にも予想に対して上振れていくよう

になるのか、教えていただけないでしょうか。 

    もう１点は、今期から始まった決算短信の簡素化について、

東証、JPX として、企業にどういった開示を期待しているのか。 

 また、未来投資会議でも、四半期義務化の是非について議論

をするというようなことがうたわれていますけれども、改めて

開示に対する、制度全体を見直す中で、どういうことを訴えて

いきたいか、企業に対して期待したいのか、教えていただけま
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すでしょうか。 

 

清 田 １点目について、まず、収益面からご説明します。 

営業収益の伸びは、市場出来高に大きな影響を受けることは否

めないですが、この市場出来高が、業績予想の前提と比べて若干

ショートしております。内訳を見ますと、現物株についてはほぼ

予想どおりでしたが、私どもが期待している分野であるデリバテ

ィブが期待ほど伸びていないというところです。 

しかしながら、ETF からの上場関連収益等が増収、また、指数

のライセンス関連でも収益が伸びており、決算の数字が固まる過

程では、前年度より厳しくなる可能性があると思って見ていまし

たが、結果的に、デリバティブの市場出来高のネガティブな影響

をその他の部分でカバーして、11億の増収になりました。 

 次に営業費用についてですが、システムが安定的に稼働してい

ることもあり、想定ほど人件費やシステム維持・運営費がかから

なかったことから下振れました。 

このように、収益では 11億円の上振れ、費用は 11億円の下振

れと、第 1 四半期は前年度比で増収増益の決算となりましたが、

決して楽観しているわけではなく、これから夏枯れの時期に入っ

てくるだけに、厳しい状況を前提にして、コストコントロールも

含めて、慎重な経営のかじ取りをやっていくべきだと思っていま

す。 

 ２点目について、産業界から、四半期報告書と四半期決算短信

を一緒にできないかというご意見があったわけですけれども、上

場企業の負担をできるだけ少なくしたいということもあって、決

算短信の見直しに取り組んできています。 

 そのために、決算短信は、原則として、監査の証明がつかない

段階であっても、速報として公表していただいてよいという従前

からの取扱いの明確化や、記載内容の削減による合理化などを行

ってきたわけですけれども、一方において、上場企業においては、

投資家に対して迅速に、できるだけ正しい数字を決算数字として

お届けしてほしいと考えております。この点について、もしネガ

ティブな効果があらわれるようでは困るので、今後の企業の対応

をウォッチし、見直しの効果として、企業にとってプラスの影響

があり、しかも、投資家には、マイナスの影響があまりないとい

うことになっているのかどうか、しっかりと検証していきたいと
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いうふうに思っています。 

 

記 者 東芝が仮に８月 10 日が提出期限となっている 2017 年３月期

の有価証券報告書で不適正とか、意見不表明となった場合、東

証としてはどう判断するのか。上場廃止が近くなるのかなとい

う気がするのですが、いかがでしょうか。 

 

清 田 有価証券報告書が提出される前に、仮定に基づいて申し上げ

ることはできないのですが、心配しております。 

 東芝は、監査法人と協力して、延長期限内の有価証券報告書

の提出、適正意見の獲得に向けて全力を挙げて頑張ると説明し

ていますが、その後時間も経過しています。何とかお互いの協

力によって解決してほしいと思っていますが、そのような中で、

「難しいのではないか」という報道を見るにつけて、私どもに

入ってくる情報と全く同じではないものの、心配しているわけ

です。 

 自主規制法人が審査をしている内部管理体制については、審

査をしなければいけない項目や範囲が非常に広いので、有価証

券報告書が提出された以降も、相当丁寧に審査を続けて確認し

ていかざるを得ないのではないかと想像しています。 

 

記 者 東芝の件でもう一つお聞きします。２月の会見で、審査に相

当の時間がかかるが１年はかからないだろうというようなこと

をおっしゃっていたのですが、現状の見通しとして、大体どの

ぐらいかかりそうか教えていただければと思います。 

 

清 田 １年はかからないだろうと申し上げておりますし、今でもそ

う思っておりますが、実際に自主規制法人で審査にどのくらい

の期間を要するのかは私には分かりません。 

今後、自主規制法人は提出された有価証券報告書の内容も踏ま

えて、内部管理体制の審査を進めていきます。私の立場では、そ

れにどれぐらいの時間がかかり、いつ結論を出すかというのは、

なかなか申し上げられません。 

  

記 者 東芝の件ですが、先日、日本公認会計士協会が、４月に提出

された四半期報告書で、PwCあらた監査法人が監査意見不表明と
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したことについて、その経緯などについて調査を始めたという

発表がありました。自主規制法人のほうで、四半期報告書や有

価証券報告書について、PwCあらた監査法人に焦点を当てて調査

を行う予定というのはあるのでしょうか。 

 

清 田 監査法人の監督は、金融庁の役割であり、JPXではありません

ので、JPXが監査法人の監査のあり方について注文をつける立場

にはありません。 

ただ、監査法人がなぜそういう意見を表明したのかという点

については、当然、当事者である東芝とコンタクトをとることを

通じて、分析することになると思います。当然、監査法人から東

芝に対しては説明が行われているはずですから、その内容につい

て、東芝から聞き取るということになると思います。 

また、もちろん JPX が監査法人から参考のためにヒアリング

をすることは可能だと思いますから、ご協力いただけるのであれ

ば、場合によっては直接お聞きすることもあり得ますけれども、

基本は、あくまで当事者である東芝から聞き取りをしたうえで、

分からない点があればお聞きするということになると思います。 

 

記 者 有価証券報告書での一つの対立点というのが、減損の認識時

期というところで、あらたと、PwC と、EY で見解が割れている

というところで、そうすると東芝の会計処理というよりは、監

査法人の評価というか、議論というところが一つ焦点になるの

かなと思います。そうすると、例えば監査法人に聞き取りを行

った結果、問題の本質的なところは監査法人のほうにあるんじ

ゃないかという形になると、特注の解除の判断にも影響が及ぶ

のではないかなと思いますが、この点はいかがでしょうか。 

 

清 田 私どもとの関係では、あくまでも東芝が当事者ですから、東

芝が、前任の新日本・EY と、現任の PwC・あらたとの間の意見

相違をどういうふうに考えて、対応していくのか。投資家への

影響を踏まえますと、早く決めていただくことも必要だと思い

ますが、注意深く見ていきたいと思います。 

   

記 者 昨年の７月に日銀が ETF の買い入れ枠を年６兆円に倍増させ

て、ちょうど１年になるかと思います。CEOは以前の会見で、買
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い入れが長期化することによる弊害が心配であるということを

おっしゃっていましたけども、現在、日銀は、２％の物価上昇

目標が達成されない中で、なかなかすぐに買い入れをやめると

は動かないという見方が強いと思います。１年が経過し、今後

の出口の必要性ですとか、そういったあたり、どうお考えでし

ょうか。 

 

清 田 昨年７月の金融政策決定会合で出された結論として、それま

での３兆 5,000 億円から６兆円に増えたということで、その計

画に沿って ETF の購入が行われている。当時は日経平均連動型

の ETF が中心だったんですけれども、現在は、東証一部上場全

銘柄により構成され、しかも加重平均型の指数である、TOPIXに

連動する ETF が中心になるようにウエートを変えていただいた

わけです。その当時の日経平均の数字は、１万 6,000 円前後で

はなかったかと思うんですが、それが今、２万円前後になって

おりますので、25％程度時価総額が上がっているわけです。今

は、時価総額が 600 兆円近いところになっているんですけれど

も、その当時はおそらく 500 兆円いかないぐらいだった。した

がって、日本銀行が１年間で６兆円買ったとしても、時価総額

の上昇が 100 兆円近いですから、日銀の買いによって 100 兆円

も増えたということではなく、決して直接的に日銀が価格をゆ

がめているという状況ではないと思っています。 

  けれども、２年たち、３年たち、５年たち、10年たち、60兆

円とかになってきたらですね、それはマーケットには明らかに

想定されない影響を与える。特に、個別銘柄に間接的に与えて

いきますから、長期的にこういうものを続けることは、必ずし

もマーケットの価格形成に望ましくないので、長期に続けるべ

きではないという私の考え方は今も変わっておりません。 

  数日前に日銀の中曽副総裁が記者会見で触れられておりまし

て、問題意識としては日銀も持っているようですけれども、今

の段階では日銀としては、そういったマーケット価格に対する、

個別銘柄への価格形成への影響によるマイナスよりも、リスク

マネーを供給して、それによってリスクプレミアムに働きかけ

をするということによる、日本経済に対するプラスのほうが大

きいということを説明しておられました。それは一面正しいの

ではないかと、私も思っています。 
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  ですから、現状の程度にやっていただいている間、まだそれ

ほど大きなマイナスの影響が起きているという状況ではないか

と思います。ただ、先ほども言いましたように、一部、市場で

取引をされている投資家の方から見れば、やはり悪材料が出た

ときに、十分下らないという不満があるのも事実でございます

ので、そういった面から見ると、マーケット機能という面でい

つまで続けるか。出口をどうするかというのは常に考えていか

なければいけないと思っております。 

 

                               

以 上 
 


