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記者会見要旨 
 
日      時：2017年 10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 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、ご覧いただきたいと思います。 

当第 2四半期の「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 28 億円増（+5.4％）の

557億円となりました。 

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 16億円減（△6.3％）の 239億円となりま

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２四半期の「営業利益」は、前年同期比 45億円増(+16.1％)の

328 億円 、「四半期利益」は 30 億円増(+15.8％)の 226 億円と、

前年同期比で、増収増益の好調な決算となりました。 

なお、今年度の利益の額や配当額の見込みについては変更あり

ませんが、上半期の実績値を踏まえて、予想を一部微修正してい

ます。 

簡単ですが、私からは以上です。 

 

 

記 者 日経平均株価が足元で２万 2,000円台まで上昇して、約 21年

ぶりの高値圏にあり、今月に入って 16営業日続伸ということで、

歴代最長の連騰記録も更新しました。こうした最近の株高につ

いての受けとめ、そして今後の見通しについて所見をお願いし

ます。 

 

清 田 先月も同様のご質問をいただきましたが、あの後、ほとんど

下がることなく、一本調子で株価が上がりました。今月に入っ

てからは、10 月２日からずっと上げ続けて、１日だけ下げて、

また今日も３円高となりました。 
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 出来高については、16 連騰している最中には、それほど熱狂

感はなかったのですが、一度休憩した後のほうが少し出来高も

増えているという状況でございます。 

 株式市場は世界、特にニューヨークに代表されるように、上

昇が続いており、そういった影響があるのかなと思っておりま

すが、先月も申し上げましたように、日本企業の株価を形成し

ている最大の要因は、企業業績が明らかに好転してきているこ

とと、この好調が持続しそうであるということだと思います。 

先月の会見では、ちょうど安倍総理の解散の意向が伝わった直

後だったわけですけれども、その後、安倍政権が継続し、アベノ

ミクスという資本市場を重視する政策が続けられることと、アメ

リカの連邦準備制度理事会及びヨーロッパ中銀が金融政策の微

調整ないしは方向転換を果たしている中で、日本は引続きデフレ

脱却に向けて緩和を継続するということがあるので、為替面から

も、円高のリスクよりは緩やかな円安の期待が持続できそうだと

いうようなことから、素直に企業業績の好調さを反映できる環境

にあるというふうに見られているのではないかと思っています。 

 年度末までこの為替水準が続けば、企業業績の上方修正が期待

できることから、外国人を中心に日本株買いが続いているという

ことではないかと思います。 

 日本の株式市場が、２万 2,666円という、1996年６月以来のバ

ブル崩壊後の戻り高値にチャレンジするかもしれないという状

況で、引続き日本株に対する海外の投資家も含めた興味が続いて

いる。 

 特に、アメリカのニューヨークダウと日本の日経平均構成銘柄

と、PER で見ればまだ日経平均のほうが割安なので、バブル期の

ように日本株が突出して割高ということではなく、収益力から見

れば、それほど割高感、過熱感がないと見ることができます。連

騰で過熱感があるように受け取られかねないのですけれども、そ

れほどでもないということが、株価の持続力を、今のところ、支

えているのではないかと思っています。 

 もちろん、相場が反転するリスクは常時走っております。内外

の金融政策や経済指標が期待通りだろうか、あるいは北朝鮮がど

うなるかなどは常に存在しているのですけれども、今までのとこ

ろ、マーケットが評価してきている状況、すなわち企業の稼ぐ力、

企業価値そのものが比較的堅調であるということが、結果的には
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日本株市場を支えている。 

 こういった状況が大きく変わらない限り、日本株の今後、年内

ないしは年度内の動きについても比較的期待できるのではない

かと思っています。 

 

記 者 東芝の株式について、特注銘柄の指定が解除となりました。

自主規制法人の佐藤理事長が記者会見で東芝について、「上場企

業として最低限備えるべき内部管理体制の水準まで改善したと

認めたにすぎない」とお話されていましたが、これらについて、

東芝にどのような取り組みを求めているかも含め、コメントを

お願いいたします。 

 

清 田 10月 11日に、自主規制法人が２年１カ月にわたり続いた特注

審査に結論を出し、同日のうちに佐藤理事長が記者会見を開き、

皆様方にご説明しました。 

佐藤理事長の発言にもありましたように、東芝に関しては、不

正会計事件が起きる前には、「ガバナンス優等生で日本を代表す

る優良企業」だというイメージがあったわけですが、自主規制法

人では、そういった会社だと評価して指定解除の結論を出してい

るわけではないと認識しています。すなわち、２年間にわたり、

不正会計その他の問題を引き起こした内部管理体制を確認した

ところ、体質的な問題を含めて少なくとも一定の改善が見られ、

そして、上場企業として必要最低限のクオリティーが一応達成で

きているという確認ができたということで、指定解除の結論に至

ったということだと理解しています。 

 加えて、東芝自身も、これで無罪放免と捉えているわけではな

いと思います。東芝は、今月 20 日に、自らガバナンスの改善状

況について開示しており、二度と問題を起こさないための組織的、

そして制度的な仕組みを引き続き作り上げ、その作ったルールそ

の他が適切に運用されていくよう努力していくということを表

明しています。 

我々もそれを期待しておりますし、自主規制法人では、引き続

き、その運用状況等をモニター及びフォローしていきます。決し

て、指定解除されて審査が終わったから、東芝が完全に我々の監

視の外になるということではないとお考えください。 

 



4 
 

記 者 第２四半期の決算について、営業収益を当初予想よりも引き

下げ、一方で営業費用をコントロールして、通期の当期利益の

見通しは変えなかったということですけれども、改めて簡単に

第２四半期決算の結果と、通期見通しの評価をお願いします。 

 

清 田 ご指摘のとおり、上期の実績をベースに、通期の市場環境の

想定を少し下方修正しております。今年度は、当初、現物市場

の１日平均売買代金を１日平均３兆 2,000 億円と想定しており

ましたが、これを３兆円に引き下げております。デリバティブ

も、想定より実績が低かったものですから、年間の取引高想定

を３億 4,000 万枚から３億 1,000 万枚に引き下げるということ

で、全体の収益に最も大きく影響する市場出来高の想定を引き

下げております。 

 一方、指数ライセンス関係の収益や上場関係の手数料は、ETF

の拡大等を受け、比較的順調に伸びているので、こういったも

のによってある程度カバーするものの、年度で見ると、営業収

益を当初予想よりも 20億円下方修正しました。 

費用の引き下げについては、システム維持・運営費を最近のシ

ステムの安定稼働や運用効率化の進展を踏まえて引き下げたこ

とや、それに伴いシステム運用に係る人件費も引き下げたことに

よる影響が大きくなっております。 

たまたま、収入と費用の修正が同じ金額になっていますが、実

は東証、OSE、そして JSCCといった各単体について見ると、収入・

費用の修正幅はばらばらであり、結果として、そのようになった

ものです。 

昨日、今日だけの市場環境だともう少し良い見方もできるので

すが、やはりマーケットというのは、一瞬のうちに何かが変わっ

て、市場出来高が滞るかわかりませんので、実績に基づいた数値

に置き換えたとご理解いただければと思います。 

 

記 者 JPXの株価が上場来高値に迫っていますが、この市場の評価に

ついてどういうご感想をお持ちでしょうか。また、第２次中計

期間がちょうど半分過ぎたところですが、現時点で、掲げてい

る目標と、その達成に対する自信、ここは達成できている、こ

こは達成できていないというようなことがございましたら教え

てください。 
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清 田 まず、JPXの株価についてですけれども、2,200円台というの

が上場来高値だと思いますが、それに近づいてきてはいると。

今、2,060円ぐらいだと思いますので。しかし、2,200円台をつ

けたときというのは、第１次中計の途中で、極めて大幅なコス

トカット、合理化効果と、好調な市場出来高によって史上最高

の利益水準が予想されているという時期でした。ご承知のよう

に、アベノミクスと異次元金融緩和の影響で、証券金融株が極

めて高い評価を受けていた時期にもぶつかっておりますので、

期待値が先行して高値をつけたのだと思います。基本的には、

当時と比べてそれほど業績が劣っているわけではないんですけ

れども、あの当時の業績にはたどりついていないという状況だ

と思います。 

 株価についての評価基準は多岐にわたりますが、実は PER も

PBRも JPXは比較的高いです。ですから、そういった面では、JPX

の株価見通しについては、アナリストによって見方が分かれる

というのがこれまでの傾向でした。 

 これについては、合理的な説明はなかなかできないのかもし

れませんが、基本的には、やはり ROE が高い。今年度は 16％程

度を予想し、昨年度も 16％強で、その前の年は 18％台。 

JPX 日経インデックス 400 を算出して、ガバナンス、資本生産

性といったものを上場企業にお願いしている立場から見て、比較

的高い ROE を上げている会社として、JPX の株価は業績を評価し

ていただいているのではないかなと思っています。 

 ただ、私自身が個別の上場企業の株価の評価をできないのと同

じように、何よりも当社の株はもっとできないので、具体的にこ

れが割高か、割安か、そういったようなコメントは差し控えます

けれども、直近の JPXの株価は、2015年、ちょうどチャイナショ

ックが起きたあたりから大体 1,200円まで下がっていた頃から見

ると大きく上昇しておりますので、投資家には高い評価をいただ

いているなというふうに感じているところでございます。 

 これが株価について正しいかどうかは別にして、私の考え方で

ございます。 

 あと、中計ですけれども、基本的に大きなものとしては、いわ

ゆる取引所ビジネスの多様化というものを掲げております。JPX

は事業ポートフォリオを大きく３つに分けておりまして、１つは



6 
 

現物、２つ目がデリバティブ、３つ目はその他として、清算、指

数・情報、それからシステム提供等のビジネスを想定しておりま

す。 

３つに分けたときに、現物への依存度が非常に高くなっていた

わけですけども、その他、すなわち市況にあまり大きな影響を受

けない収益を拡大して、決してほかの２つを縮小して比率を上げ

るのではなく、全体としてのバランスを向上したいということで

やっておりまして、これについては比較的順調に、このポートフ

ォリオの修正が起きていると思っています。 

 特に、日本銀行の影響もありますが、ETFの残高が大きく増え、

当社の ETF関連のライセンス収入や上場関係手数料が増加してい

ます。もう１つは、JPX 日経インデックス 400、それから JPX 日

経中小型株指数といった新しい指数に連動する、指数連動型商品

の増加によって、指数のライセンスフィー等が確実に上がってき

ている。また、昨年９月から東京商品取引所にシステム関連の提

供を行うことになりました。ちょうど１年を超えたところですけ

れども、今年度からはフルに年間のサービス料が収入として入っ

てきます。こちらも市況に関係ないところでございまして、現物、

デリバティブ以外のところの収入が増えてきている。現物は、先

ほどもご説明したように、そう大きく増えもしていませんが、減

ってもいない。デリバティブは期待に比べると少し下回っている

というところでございますが、デリバティブのところを今後どう

するかというのが１つのテーマになっているということでござ

います。 

 

記 者 青森銀行の公募増資についてお聞きします。10 月３日に新株

発行の発表が青森銀行からありました。そして、10月 11日に中

止するという発表がありました。この理由については、一部情

報が漏れて、それが株価に影響を与えた疑義が払拭できないと

いうものでして、極めて珍しい。調べたところによれば、少な

くとも５年間で初めて事例になったわけですけれども、実際、

株価はこの公募増資の発表前に大きく下げていまして、日経平

均やその他の銀行の株価との比較でいうと、正反対の動きをし

ておりました。今回のこの中止について、CEOはどのように受け

とめていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 

 



7 
 

清 田 情報が漏れたのではないかということを危惧のうえ、公募増

資を中止されたということですけれども、真相はまだわかって

おりません。 

もちろん自主規制法人では、問題ありということであれば調

査を行うと思いますが、今のところ、私のところには、調査に関

する情報は入っておりません。こうした類の案件というのは、自

主規制法人が独立性をもって調査することもあり、結果が出るま

で私への途中経過の報告は基本的になされません。 

もし、青森銀行さんが危惧されたように、公表前に公募増資

の情報が漏れた、それを伝え聞いた人により、何らかの形で株価

が下落していたということになれば、一種のインサイダー取引の

疑いもあることになると思います。会社がそうした状況を察知の

うえ、予防的に中止されたということであれば、私どもがどうこ

ういう立場ではありませんが、会社としてのご判断は正しいので

はないかと思います。 

 いずれにせよ、必要があれば、監視委員会なり、自主規制法人

なりが連携して調査をすることになろうかと思います。 

 

記 者 清田 CEO としては、まだ真相がわかっていないとおっしゃい

ましたが、これは真相究明すべき問題だというふうに思われて

いますか。それともこういうことは日本ではしょっちゅうある、

つまり、株価が大きく下落し、中止の発表で大きく上がって、

個人投資家が非常に混乱をする、こういうことはよくあること

なので、真相究明すべき必要もないと思われるか。いや、そう

ではないと、市場の番人として、これはしっかりと研究、調査

すべき問題だというふうに思われるか、いかがでしょうか。 

 

清 田 この件について、私が、怪しいとか、怪しくないとかという

予断を持っているわけではありません。もし、調査を行うべき

比較的確実な情報があれば、おそらくそういったものに基づい

て、監視委員会なり、自主規制法人なりの調査が行われると思

います。もちろん、ご指摘いただいたように、少なくとも株価

は公表前に大きく下げている状況にはあり、手口の調査はでき

ると思いますので、そういったことも含めて、これから対応が

必要だという判断があれば、より踏み込んだ調査が行われるの

ではないかと。 
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仮に不適切ないしは不正な行為が介在しているということで

あれば、これはきちんと処理しなければいけないし、そうでない

ということであれば、それ以上の手は打てないわけです。いずれ

にせよ、事実関係については、実際に値動きを注視している自主

規制法人などが今後どういった判断をするかということであり、

見守っていきたいと思っています。 

 

記 者 少し質問を変えて、開示という切り口でお聞きしたいのです

けれども、10月 11日に、こうした疑義があったので中止をしま

すという内容の書きぶりで開示しているのですが、その後、株

価は一旦戻ったものの、公募増資を発表した時点よりも大きく

下げたままです。東証としては、疑義があって中止をしたので

あれば、その疑義がなくなったのかどうか、社内調査等の結果

について開示することを求めるのか、それとも、このまま発行

体に任せて、投資家としては真相が分からないという状況が半

年、１年続いても、これは仕方ないものなのか、そのあたりを

最後に教えてください。 

 

清 田 これも事実関係が分からない段階では、なかなか私から申し

上げることは難しいです。全体として、例えば地銀の株価がど

ういう動きをしていたかなど、そういったこととも比較しなけ

れば分からないと思いますし、今ご指摘いただいたということ

だけで私から判断することは、難しいと思います。 

 

記 者 東芝の特注解除の件でお伺いします。解除決定の際のリリー

スで、監査意見をめぐる一連の事象等の関連について、会計報

告体制を確認した結果、重要な不備はなかったというくだりが

一文入っています。佐藤理事長の会見でも、例えば有価証券報

告書の作成過程について、内部管理体制上の決定的な問題はな

かったというお話がありました。 

 この点について、佐藤理事長の会見でも質問が出ていました

が、2017 年３月期の東芝の有価証券報告書には、PwC あらた監

査法人から限定付適正意見が付されています。自主規制法人は、

東芝の 2016 年３月期、そして 2017 年３月期の有価証券報告書

作成過程において不正なことはなかった、適正に対応していた

と確認した、こういうことで宜しいでしょうか。 
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清 田 私が自主規制法人ではありませんが、特注を解除するに当た

っては、東芝の現在の内部管理体制が上場企業として備えるべ

き最低限の水準まで回復しているのかどうか、すなわち、２年

の間で内部管理体制の改善が認められたかどうかという観点で

解除の結論に至ったという報告を受けておりますので、2016 年

３月期の決算や 2017年３月期の決算が正しいか、間違っている

かという判断ではないと認識しています。 

メディアの方々のニュースを含めて私が聞いたり読んだりし

ている内容から見ると、ウエスティングハウスの子会社になった

ストーン・アンド・ウェブスター（S&W）に係る巨額の損失計上

をいつ認識するべきだったのかという点について、監査法人間の

意見が割れたと。もともと東芝の監査を担当していた新日本監査

法人や、米国のアーンスト・アンド・ヤングの考えでは、2017

年３月期に初めて認識して計上したという意見。一方で、PwCあ

らたの考えでは、そうではなく、2016 年３月期から計上すべき

であったという意見だと理解しています。 

ここに監査法人間の見解の違いがあって、東芝としては、新

日本監査法人と同じように、2017 年３月期に計上すべきだと主

張したと聞いていますが、結果、PwCあらたは、限定付の適正と

いう意見しか出さない結論に至った。 

こうした話だと理解しておりまして、最終的に正しいか正し

くないかという決着はついていない。もちろん、この点について

議論の余地は残っているのかもしれませんが、それ以外の点を含

めて概ね正しいので、限定付適正意見を出したということであり、

JPXなり、自主規制法人なりが、どちらの決算が正しいか、正し

くないかということを判定したわけではありません。特注解除の

判断は、最初に申し上げたように、内部管理体制の現状が上場企

業として備えるべき最低限の水準に戻っているかどうかを中心

に確認した結果ということだと思います。 

 

記 者 監視委員会で、東芝の 2017年３月期の有価証券報告書の作成

経緯について調査をしているということですが、この点につい

ては、自主規制法人でも把握していると思います。組織として

確認する目的は違うと思いますが、監視委員会と自主規制法人

との間で、今後、情報共有や連携を行う予定はあるのでしょう
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か。あるいは、もう連携し始めているのでしょうか。 

 

清 田 自主規制法人は、あくまで、東京証券取引所と連携をして、

市場秩序の維持や投資者の保護ということに集中して取り組ん

でいます。監視委員会は、もちろん方向性は似ているのでしょ

うが、必ずしも我々と全く同じではなく、監視委員会独自の判

断基準もあるのでしょうから、色々なご意見があるかと推測し

ます。 

 現に、監視委員会が東芝の会計処理に問題があったという意

見のもとに調査を行うという報道もあります。仮に何らかの結

論が出るようであれば、それに対応して、自主規制法人として

も、検討を行う必要があるかどうかも含めて、考えなければい

けないとは思います。 

 ただ、自主規制法人の特注銘柄解除については、あくまでも

内部管理体制確認書に基づき内部管理体制の評価を行い、特注

を解除すべきか否かに焦点を絞って結論を出していることをご

理解いただければと思います。 

 

記 者 神戸製鋼、日産、最近ではスバルもそうですが、企業の不祥

事というのが相次いでいまして、いわゆるコンプライアンス、

並びに企業のガバナンス不全というのが露呈するような事案が

相次いでいるわけですけれども、一連の企業不祥事についての、

清田さんの受け止めと、上場企業としてあるべきガバナンス体

制など、ご見解を改めてお伺いできればと思います。 

 

清 田 上場企業、特に名門と言われるような歴史ある大企業で色々

な不祥事が発覚している。この点について、東芝のように金融

商品取引法上の事件を起こしている会社については、取引所と

しても重大な関心を持って関わっていくということになるわけ

ですけれども、ご指摘のような事例は、数年前の顧客の安全性

を脅かした事件と同じように、上場企業の実際の業務分野で起

きている不祥事です。この点については、それぞれの業務を監

督している官庁が重大な関心を持ってご覧になっていると思い

ます。 

 ただ、私どもとしても無関心でいられないのは、そうした事

件が起きると、株価は当然ビビットに反応して、投資家にも影
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響が生じます。したがって、投資家への適時・適切な情報開示

はしっかりと求めていきたいと思います。 

また、先ほどご指摘がありましたように、ガバナンスという

範疇には入っている話だとは思います。ただ、ガバナンスとい

う大きい枠の話には入っているのだけれども、こうした事件は、

まさにコンプライアンスの問題なのではないかと思います。不

正行為を組織的に続ける、あるいは、見逃す、そういったこと

が会社によっては何十年もあったと報道されており、そうした

現実については、極めてゆゆしき問題だと思います。 

 一方で、こうしたことが表に出るようになったのは、ガバナ

ンス改革によって、内部通報制度が活用され始め、また、道義・

道徳的に首をかしげるような問題行為に対して、社員や役員の

間で、おかしいものはおかしいと言おうという気持ちが表に出

てきた結果かもしれず、カルチャーの変化が起きている可能性

もあります。もちろん、不祥事がないに越したことはありませ

んが、もし底流で流れている、歴史的に何年も、ないしは何十

年も続いているような不祥事があるのであれば、むしろ表に出

て改善がされていくように、期待したいと思います。 

 

記 者 東芝の 3月末までの債務超過解消に関して、９月の会見でも、

特例措置などは特に考えていないというご発言がありました。

審査で解除、つまり上場維持という決定が出ていますが、改め

て、独禁法の審査に時間がかかる、あと WDとの訴訟も続く可能

性があるということで債務超過解消が３月末を超えた場合、１

日でもずれたら上場廃止になるというお考えに変わりがないか、

確認をさせてください。 

 

清 田 この席では、おそらく昨年の 12月ごろから、東芝には３つの

上場廃止リスクがあるという話をしておりました。現在は、そ

の１つが残っているわけです。有価証券報告書の提出遅延に関

しては、今年の８月に限定付適正とはいえ有価証券報告書が提

出されて、クリアされています。また、特注指定についても、

10月 11日に公表したとおり、解除をしておりますので、これも

一応クリアになります。 

最後に残っているのが、前から申し上げている債務超過にな

るわけですが、これは最もシンプルなルールであり、判断なんて
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全く要らない話です。すなわち、債務超過に陥った会社が、１年

以内に債務超過を解消できない場合は上場廃止になるというル

ールが前から存在していて、この明示的なルールに基づいて、ま

さに現在、来年３月末までに債務超過が解消できるかどうか努力

をしていただいているというところだと思います。 

 ですから、このルールについては、解消できなければ上場廃止

になるという、ずっと前から分かっている明文規定ですから、何

ら救済措置は考えておりません。 

                               

以 上 

 


