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記者会見要旨 
 
日      時：2017年 11月 30日（木） 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 始めに、新セカンダリデータセンタの構築について報告しま

す。 

当社では、本年 4 月 20 日公表の「ＢＣＰフォーラム 取引所

取引専門部会 第二次報告書」の内容を踏まえ、市場運営の安定

性の一層の向上を図るため、検討を進めて参りましたが、本日、

新しいセカンダリデータセンタを設置することを決定しました

ので、お知らせいたします。 

データセンタの具体的な地名については、市場運営の安全上の

観点から機密情報としており、申し上げられませんが、現在、プ

ライマリーデータセンタとセカンダリデータセンタをともに関

東圏に設置しているところ、新しいセカンダリデータセンタを関

西圏に設置することにより、２つのデータセンタの同時被災を回

避するものです。 

今後は、取引参加者をはじめとしたユーザへの影響等に鑑み、

各システムのリプレースに合わせる形で、順次新セカンダリデー

タセンタへのシステム構築を進めていく予定です。 

当社では、事業継続計画（ＢＣＰ）の更なる整備に努め、引き

続き、市場の信頼確保に努める所存です。この場を借りまして、

関係各社様からのご理解・ご支援を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

  

続きまして、2017年の IPOの状況についてご報告いたします。 

まず、IPO の社数でございますが、東証では、本日までに既に

73社の IPOが実現しており、本日までに上場承認されている会社

を含めますと、年内に 93 社の IPO が見込まれております。昨年

は 84社でしたので、今年は 9社の増加ということになります。 

株式市況が非常に好調な中、IPO も活発な状況になっており、

今後におきましても、引き続き IPOへの意欲は根強いと認識して

おります。 
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なお、東証以外の国内他市場においては、札証で 2社、名証で

も 2社の IPOがありましたので、国内全体の IPO社数は 97社（昨

年は 86社）となる見込みでございます。 

次に、注目された IPOということで申しますと、本年は、外国

籍企業として 3年ぶりに、米国籍のテックポイント・インクがマ

ザーズ市場に上場いたしました。 

こうした銘柄のみならず、マザーズ市場への上場が 49 社と、

全体の半分以上（52.7%。昨年は 63.2%）を占めるなど、引き続き

新興市場への上場も堅調となりました。また同時に、本則市場へ

の上場は 19 社となり、全体の 20％以上となりました（昨年は

15.5％）。 

  

次に、東京以外の地域に本社を置く企業の IPO社数ですが、社

数としては 35社と昨年よりも 4社増加しており、IPOの全国的な

広がりは継続しております。 

これは、各地域の証券会社や監査法人などの関係者と協力して

IPO を推進し、最近では、地銀等の地域金融機関との協力関係も

深めており、そうした効果が表れてきたものではないかと考えて

おります。 

今年に入り、複数の地域金融機関と IPOを通じた地域経済の活

性化支援を目的に基本協定を締結しており、今後も各地域で、積

極的な IPO誘致ができる環境が整っております。 

様々な地域の企業が上場を果たすことは、地域活性化の観点か

らも大変重要なことと認識しておりますので、今後も IPO推進の

取組みを継続して参ります。 

IPO 社数や大型銘柄の上場なども重要なポイントですが、IPO

の真の活性化のためには、株主・投資者の方々の信頼性を確保す

ることが極めて大切なことであると考えています。 

引受証券会社、監査法人などのご協力を得ながら、IPO の品質

確保に努めて参りたいと考えております。 

なお、この IPOの状況につきましては、この後、事務局が詳細

を説明しますので、よろしくお願いいたします。 

  

最後にお知らせです。日本取引所グループは、国連の

Sustainable Stock Exchanges Initiative、略して SSEに参加す

ることとしました。 
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SSE は、企業の持続可能性、サステナビリティを考慮した ESG

投資を促進するため国際的な情報連携などを行うプロジェクト

で、JPX はこれまでもガバナンスコードや ESG 関連の株価指数や

ETF、なでしこ銘柄など様々な取組を行ってきました。 

本年 7月には、GPIFが ESG指数を選定してこれに連動する運用

を開始したほか、5 月には、スチュワードシップ・コードの改訂

版において、機関投資家が投資先企業の状況を把握する内容とし

て ESGに関する事項が追加されています。また、日本証券業協会

が「持続可能な開発目標」（SDGs）推進に取り組むと表明するな

ど、本年は、関係各所においてサステナビリティ促進に向けた

様々な取組が進展いたしました。 

こうした取組の進展も踏まえ、この度、SSE への参加を決めた

ものです。 

既に世界の 66取引所が参加しておりますが、皆様にとって SSE

はあまり馴染みがないかもしれません。詳細については、この後、

事務局からご説明の機会を設けますので、よろしくお願いいたし

ます。 

簡単ですが、私からは以上です。 

 

 

記 者 ２つ質問がございます。 

 １つ目は、シャープが 12月に市場第一部に復帰しますが、経

営再建を果たして大企業が市場第一部に戻ってくることの取引

所としての受けとめや、期待があったら教えてください。 

 ２つ目が、先般、東芝が増資をして債務超過を回避するとい

う方針を発表されました。巨額な増資をするときには株主総会

などに諮る必要があるのではないかと思ったのですが、そうい

った手続きなしに決めたことは、既存株主保護の観点から問題

がないのか、お考えを教えてください。 

 

清 田 シャープに関しては、皆様ご記憶のとおり、経営不振から債

務超過に陥り、市場第一部から第二部へ指定替えとなったわけ

ですけれども、不正会計などで上場規則に抵触していたわけで

はないので、一部指定の可能性は窓としては開いていたわけで

す。そこで、今回、経営改善により業績も急回復し、今後の安

定的なビジネスも見込めるということで、一部指定が先ほど発
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表されたところだと認識しています。 

どのように改善したのか、その中身を私が詳細に存じ上げてい

るわけではありませんが、報道等で見る限りでは、経営者の強い

リーダーシップにより思い切った経営改善が行われ、事業の選択

集中を急速に進めたことによって、ここまで短期間で改善できた

のではないかと推測しています。日本企業のこれからの経営のあ

り方に示唆を与えてくれたのではないか、とも感じているところ

です。 

 東芝に関しては、ご承知のとおり、現在第三者割当の手続き中

でございまして、60社の投資家に対して、6,000億円の増資が行

われるということですが、ご指摘がありました「株主総会の決議

が要るかどうか」につきましては、会社法では、有利発行等の問

題がない限りは、発行可能株式総数の範囲内であれば、取締役会

決議で実施できることになっております。 

 一方で、大規模な希薄化を伴う第三者割当の場合には、必要性

と相当性をしっかりと検討したうえで意思決定をしなければい

けないというルールを、上場規則で別途設けております。 

今回の第三者割当の決定に当たっては、私どもが聞いている限

りでは、東芝の取締役会において、しっかりと必要性と相当性に

ついて検証を行い議論したうえで、結論を出したということです

ので、取引所としては、特段、この件について、何か手続き上問

題にするようなポイントがあったとは思っておりません。 

 

記 者 相次ぐ企業のデータ改ざんの件です。今週も東レや三菱マテ

リアルなどの子会社でデータ改ざんが発覚し、上場企業の不祥

事が相次いでおりますけれども、改めてコメントいただければ

と思います。 

 

清 田 日本の製造業の品質の高さに対しては、グローバルにも高い

評価を得ているわけですけれども、そうした高い評価に傷をつ

けてしまう可能性があるという懸念もあり、大きく報道されて

いるところです。 

 報道を見る限り、そうした会社からの説明には「安全性に不

安が出るほどのものではない」という内容が多く見受けられま

すが、仮にそうであったとしても、決められたルールを守る、

あるいは、顧客との約束を守るということができていなかった
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わけですし、しかもこれほどの名門企業や大企業で数々の不祥

事が起きているということですから、私どもとしても大変心配

しております。 

 ただ、これらの会社は、金商法等に関する問題を起こしてい

るわけではないので、私どもとしては、現段階では、インサイ

ダー取引等が発生していないかどうかなど、取引所として確認

すべき事項について注意深く見ていきたいと思っています。 

 なお、こうした大企業の不祥事は、日本企業が海外からコー

ポレート・ガバナンスの改善状況を評価されてきている最中に

発生したことを踏まえても、非常に残念な出来事です。 

一方で、ガバナンスコードが導入される以前から続いていたも

のが最近になって発覚してきているということからしてみれば、

手前味噌かもしれませんが、これまで見逃していた、あるいは、

知らないふりをしていたものが明るみになるようになった、つま

り、ガバナンスというものが経営者だけではなく社員も含めて浸

透し始めた結果である、そういった気持ちで見ることも可能かも

しれません。 

また、毎日のように、企業経営のガバナンスの問題、そして、

あるべき社員や役員の考え方を報道していただいている結果で

あるとも思います。 

そういった面で、表に出てきている内容そのものはもちろん心

配なことが多いのですが、出ていなかったとしても、事実があれ

ば直ちに直さなければいけないわけですから、膿は出せるうちに

出しておいたほうがいいという意味では、災い転じて福となす機

会と捉えるべきかもしれません。 

今回、榊原経団連会長が、経団連傘下の全企業に点検をお願い

するとおっしゃっているようですが、良い機会だと思います。そ

して、全企業が、ガバナンスがいかに機能してきているかについ

て、胸を張って外に出られるような、そういった社会になれば良

いと思っております。我が社も含めて、企業全体で再点検してい

くべきと思っています。 

 

記 者 複数の企業において、不正発覚から公表までに時間がかかっ

ているケースがあるようですが、どのようにお考えですか。 

 

清 田 取引所においては、タイムリーディスクロージャーのルール
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に基づき上場企業に開示を求めており、開示が必要となる基準

に該当する場合は、社内で事実関係が把握した際に速やかな開

示を求めています。 

上場企業によってケースは様々でありますので、一概には言

えませんが、いずれにせよ、事実の解明に時間がかかったという

ご説明や、顧客対応を優先したというご説明がある中で、それを

外部の目から見て納得できるかどうかについては、投資家や社会

に判断していただくしかないかと。取引所としては、ルールに基

づき適時・適切に正しい情報を開示してください、ということを、

口を酸っぱくお願いしていくことに尽きると思います。 

 

記 者 ３点質問がございます。 

 まず１点は、東芝についてです。増資を引き受けた顔ぶれを

見ますと、全て海外の投資家、ヘッジファンド、アクティビス

トで占められています。専門家によっては、国内勢が含まれて

いないことについて、リスクマネー供給の担い手の層の薄さを

指摘する声もあります。この点について、清田 CEO はどのよう

にお考えでしょうか。それが１点目です。 

 ２点目は、富士フイルムについてです。先日、改善報告書の

徴求を公表されました。富士フイルムは７月に決算を修正して

いるので、既に４カ月がたっていますが、このタイミングで改

善報告書の提出を求めた理由を教えてください。 

 ３点目は、ビットコイン先物の上場についてです。本日 NASDAQ

がビットコイン先物の上場を検討している報道がありました。

CME も早ければ来月にはビットコイン先物を上場するというふ

うに言っております。JPXとしてビットコイン先物やオプション

について検討するお考えはあるのかお聞かせください。 

 

清 田 １点目の質問については、私どもは、第三者割当増資の引受

先についてコメントすべき立場ではありません。 

リスクマネー供給の担い手に関するご質問については、ご指

摘のように、日本に、短期間に巨額のリクスマネーを供給できる

投資家が少ないということの表れかもしれません。 

 ２点目の質問ですが、富士フイルムは、６月 12 日及び７月 31

日に改善の方針を発表しております。それを受け、再発防止策を

含めた業務の改善の徹底を促す観点から、自主規制法人が改善報



7 
 

告書の提出をお願いし、半年後に改善状況報告書で進捗状況も確

認する予定と聞いております。 

特設注意市場銘柄に指定されるわけではありませんので、半年

後に提出される改善状況報告書で改善状況のチェックを行って、

改善が認められれば、フォローアップも含めて終わるということ

になるかと思います。 

 ３点目の質問のビットコイン先物は、NASDAQがビットコイン先

物の上場を検討している旨のニュースが本日出ており、また、既

に CMEは年内に、CBOEは年明けにも上場を検討していると報道さ

れています。ビットコインの値動きは大きく、上場商品としては、

様々な見方があるようです。ビットコインそのものに期待された

機能と全く関係ないところで値動きしているような状況もある

ようです。これを金商法上の金融商品とするかは、まだ金融庁も

極めて慎重ですし、我々も、大阪取引所のデリバティブマーケッ

トに上場させるかについては、まだ慎重に検討すべきだというふ

うに思っています。仮想通貨及びその関連したマーケットがどう

いうことになるのか、もう少し見きわめたいというのが現状です。 

 

記 者 ３点ございます。 

 １つが相次ぐ不祥事の件で、広い意味において言うと、内部

管理体制がしっかりしてないのではないかという部分もあろう

かと思います。そうした、広義の意味で内部管理体制をどうや

って見ていくか、というような議論を今後進めていくお考えが

ないのか、お聞かせください。 

 ２つ目が IPO の話で、去年より増えたということで、改めて

総括として、業態だとか、こういったものが新たに出てきただ

とか、何かしら特徴的なものを所感としてお伺いできますでし

ょうか。 

 ３点目は、アラムコへの誘致を進められている件です。今の

サウジアラビアの不安定な情勢についてどのようにお感じにな

られているかどうか、今後どのような活動をしていくかという

ことをお伺いできますでしょうか。 

 

清 田 最近の事例によく見られる、品質管理など本業に関する問題

は、金商法等の問題ではありませんが、一方で、内部管理体制

の問題として重要ではないかというご指摘は、確かにそのとお
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りだと思います。 

ガバナンスの一部にコンプライアンスというものがあります

が、そのコンプライアンスでカバーすべきことも多いと思います。

本業で行われている不正行為を、きちんと経営トップに報告して

いるのか、そういう仕組みがあるのか、また、経営トップは、報

告を受けたものを、本当に危機感を持って処理しているのか、非

常に重要な問題だと思います。 

したがって、金商法等に関する事件ではないから取引所は関

係がないと考えているわけではありませんが、一方で、少なくと

も直接的には所管の監督官庁がありますので、そこで厳しい指摘、

指導をしていただくべき事案だと思います。 

 もちろん、今、我々がガバナンスの向上をお願いしている中で、

ガバナンス上の問題として何らかご相談があれば、それはしっか

りと応じたいと思っておりますし、重要な問題であることは確か

ですから、我々も強く関心を持って見守っていきたいと思います。 

２番目の IPOの問題ですけれども、IPOについては、一昨年は日

本郵政、昨年はＪＲ九州等規模の大きいものがありましたが、今

年は比較的小粒なものが中心となっているので、調達資金も去年

よりは大分減っています。  

業態としては、IT絡みとか、バイオだとか、それから AIとか、

そういった会社が非常に多いという特色はあると思います。 

 例えば、新しいビジネスとしてのフィンテック関係の高い技術

を持った企業が IPOを目指しているというようなことが特色にな

ってきています。私どもとしては、昔の生き生きとした日本の、

いわゆる新興企業の上場や、世界に打って出るという技術を持っ

た企業を輩出した時期が懐かしいわけです。昔のソニーやホンダ

はどうだった、松下幸之助はと、その後よく言われるように。 

 あれほどではないにしても、実は振り返ってみると、ソフトバ

ンクにしてもヤフーにしても楽天にしても、やはり新しいビジネ

スモデルをつくってきた企業は大きく伸びてきているわけです。

時価総額で大きく伸びている企業で、昔なかったが今あるという

企業をよく見ると、規模の大きい企業に民営化企業が非常に多い

ので、どうしても日本はあまり新しい企業が起きてないという見

方がされるんですけども、よく見ていただくと、確かに民営化で、

NTT、NTTドコモ、NTTデータ、JT、JR、大企業はいっぱいあるん

ですけれども、一方において、その対抗軸に出てきたソフトバン
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ク等、純粋な民営企業も現れている。もとは、ソフトバンクは電

話会社ではなかったわけですけれども、電話会社になって、巨大

な企業になっている。 

 ですから、上場したときには非常に小さかったものが 10 兆円

企業になっているというのを見ても、これから期待できる IPO銘

柄が、そういった先端分野で出てきているというのは期待を持っ

ているところでございます。 

 アラムコの状況については、非常に難しいですけれど、ご指摘

のように、サウジアラビアの政治がどうなっているのか非常にわ

かりにくい。 

アラムコの上場についても、去年の夏くらいに初めてこの話が

出て、９月に当時の副皇太子が日本に来て、そこから動き出した。

あの当時は、今年、今ごろには上場市場が決まるというスケジュ

ール感だったわけですけど、今のところ全くその動きはございま

せん。ただ、上場市場として、私ども東京証券取引所に対して事

務的な問い合わせ等は引き続き来ていますので、全く検討がとま

っているわけではないということと、現地と接触している担当者

の話、感触を見ると、ある程度事務方としての準備は進んでいて、

最終決断は皇太子のところに委ねられているように聞いている

そうですけれども、皇太子はそれどころではないのではないかと

いう感じにも今見えております。近隣諸国とのあつれき、国内の

政治的な権力闘争も結構ありそうですし、アラムコそのものの今

後のディスクロージャーをどこまでするのか、そういったものも

含めて十分な検討時間があるのかどうか、わかりません。 

 ただ、私どもが聞いている限りは、３つも４つもグローバルな

証券取引所で同時上場した例はありませんので、意思決定をされ

るにしても、当初、自国市場は間違いなく必ずやるとして、どこ

か１つやるかどうかというのが現実的な選択ではないかなとは

思っております。 

 

                               

以 上 

 

 

 


