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記者会見要旨

日      時：2018 年 2 月 21 日（水） 15：30～16：10

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、「役員候補者の決定」についてご説明します。

お手元に資料を配布しておりますので、適宜、ご覧下さい。

当社は、４月１日を新執行体制の開始日としておりますので、

現在の執行役の任期は、本年３月３１日までということになりま

す。また、これは、グループ会社の東京証券取引所、大阪取引所

及び日本証券クリアリング機構も同様であります。

それでは、具体的にご説明いたします。

【JPX】

初に、JPX です。

狩野芳徳常務執行役が、東証の常務執行役員及び OSE の取締役

常務執行役員とともに退任されます。

【東証】

次に、東証です。

新任執行役員として、現在、OSE IT 開発部長の田倉聡史氏が、

OSE 執行役員と併せて就任し、情報系の IT開発を担当してもらい

ます。

また、JSCC リスク管理部長の樋出幹雄氏が、OSE 及び JSCC 執

行役員と併せて就任し、大阪拠点にて、東京拠点が被災した際の

対応を担当してもらいます。

次に、現体制からの退任者ですが、先ほど申し上げた狩野常務

の他、村田雅幸執行役員が退任されます。

そして、役付変更についてですが、現在、東証の取締役常務執

行役員の岩永守幸氏が、取締役専務執行役員に就任し、新たにエ

クイティ市場営業も担当してもらいます。

【OSE】

続いて、OSE です。
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現在、常務執行役員の福田一雄氏が、取締役常務執行役員に就

任し、新たに大阪拠点被災時統括を担当してもらいます。

また、新任執行役員として、先ほど申し上げたとおり、田倉氏

と樋出氏が就任し、田倉氏にはデリバティブの IT 開発を、樋出

氏には市場管理を、それぞれ担当してもらいます。

【JSCC】

後に、JSCC です。

新任執行役員として、先ほど申し上げたとおり、樋出氏が就任

し、東京拠点が被災した際の対応を担当してもらいます。

なお、現在、執行役員の神木龍哉氏は、退任され、東証及び OSE

の執行役員として IT サービスを担当してもらうとともに、東証

で引き続き、東京拠点被災時統括を担当してもらいます。

これらを踏まえた、新体制後の担当業務については、お手元の

資料に表を載せておりますので、そちらをご参照いただければと

思います。

「役員候補者の決定」については以上です。

次に、「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」につい

てご説明します。

本日、日本取引所自主規制法人より、「上場会社における不祥

事予防のプリンシプル」を公表し、パブリック・コメントの募集

を開始しております。

近年、上場会社において多くの不祥事が表面化し報道されてお

ります。これらの不祥事は、不祥事を起こした企業自身の社会的

評価や企業価値を毀損するだけでなく、資本市場全体の信頼性も

損ないかねません。

自主規制法人では、実際に不祥事が発生した上場会社の速やか

な信頼回復と確かな企業価値の再生に向けた指針として、2016

年 2月に『上場会社における不祥事対応のプリンシプル』を公表

しております。

今回は、不祥事の発生そのものを予防する取組みが、上場会社

の間で実効性を持って進められることが必要と考え、不祥事予防

の取組みに資するための不祥事予防のプリンシプルを公表いた
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しました。

なお、詳細につきましては、本会見に引き続き、自主規制法人

の佐藤理事長から説明をさせていただきます。

簡単ですが、私からは以上です。

記 者 ２月に入り、アメリカの長期金利もしくは VIX が上がったこ

とにより、世界的に株価が急落し、乱高下しましたけれども、

この乱高下に関する受けとめと、円高が進んでいることに関す

る受けとめをお願いできますでしょうか。

清 田 ご指摘のとおり、昨年来、アメリカはじめ各国が史上 高の

株価、日本も 26年ぶりの高値で、非常に順調な相場展開となっ

ていたところに、２月に入って、アメリカの株価急落を受けて、

世界的に大きく下がるという状況が起きました。

きっかけになったのは、アメリカの雇用統計が発表され、そ

の内容が良過ぎたということだろうと思います。長い間、雇用

状況が良くてもなかなか上昇しなかった賃金が、前年比で大き

く上昇し、それが金利上昇への警戒心に火をつけた。

同時期に進んでいたアメリカの歳出の増加や大幅減税といっ

た事象から、アメリカの国債の増発、財政の悪化に伴う信任の

低下等も含めて、警戒心が広がって、1,175 ドル安という、率で

見ればそれほどではないものの、幅で見ると史上 大の下落と

なりました。そして１日、２日のうちにもう１回 1,000 ドル下

げているのですね。

強烈な下げが続いたために、世界中の市場が大きく揺らぎま

したが、アメリカの株価はその後回復傾向にあります。安定す

るまでには若干時間がかかるのかもしれませんが、どんどん下

がり続けるという雰囲気ではなくなっている。

本来、株価は企業業績や経済状況が良ければ上がる傾向があ

るところ、良過ぎて下がっているということは、いわゆる企業

価値以外の要因で下がったわけですから、もともとアメリカの

株価が PER で見て若干割高であると言われていたわけで、その

割高なものをどう調整するかというきっかけ待ちだったという

ふうに私は考えておりまして、持続的な下落に向かったわけで

はないだろうと。
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日本も 26年ぶりの高値だったわけですから、アメリカと一緒

に大幅な調整に入りました。安定回復にはやはりある程度時間

がかかるのかなとは思います。

ただ、アメリカと異なり、日本の場合には割高というわけで

はなく、PER で見て 14～15 倍だったものが、瞬間の安値で見る

と 12倍台まで落ちたというぐらいですから、割高ではないもの

が割安なところまで下がったという調整に入っておりますので、

日本の株価の動きについては大きなご心配は要らないのかなと

いうふうに思っております。

これから企業業績に悪影響を及ぼす可能性があるとしたら、

ご質問の２番目の点、為替ですね。昨日から今日にかけて少し

円安に戻っておりますが、111 円から 114 円ぐらいで動いていた

ものが、一時 105 円台までかなりの幅で円高となりましたので、

これも落ちつくのに時間がかかるかもしれません。

これまで、アメリカの金利が上がりつつあるということで、金

利差を反映してドル高・円安期待であったものが、アメリカ財政

の悪化、通貨の信任というものに対する警戒から反省を強いられ

て、たくさん売っていた円を買い戻して、ドルを売るという動き

が出たのではないかと思います。

ただ、日本では黒田日銀総裁の続投が固まり、緩和政策が続く

と見られる一方、アメリカは金融緩和の出口戦略を続けていくと

いうことが見込まれておりますので、為替についても、底なしの

円高・ドル安ということにはならず、落ちついてくるのではない

かと、楽観的な話ばかりしましたが、そういったふうに私として

は見ております。

記 者 金融商品取引法が改正されて、４月から高速取引事業者（HFT）

の登録制が導入されますが、東証と大阪取引所で登録の対象と

なる事業者数はどのくらいになりそうですか。JPX として業者を

サポートするようなこと、あるいは並行して監視をするような

ことがあるのか、金融当局からの指導等はあったのかどうか、

その辺はどうでしょうか。

清 田 HFT の登録業者は大体 60～70 社程度になると見込んでおりま

す。HFT の登録制の導入は日本だけでなく、アメリカやヨーロッ

パを含めた世界的な動きです。HFT の取引内容を把握できないこ
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とが、一般の投資者の警戒心を呼び覚まし、HFT 悪玉論というも

のが出てきたこともありました。マーケットが大きく揺らいだ

ようなときにも、HFT が具体的にどういった取引をしているのか

ということが今までは見えなかったわけですが、登録制導入後

は、どの HFT がどういうタイミングでどのように売買している

かを名寄せして把握できるようになる。登録業者としてコード

を持つことになるため、HFT の取引が可視化され、HFT から見て

も不当な疑いをかけられることはなくなりますし、HFT も変なこ

とはしなくなるであろうということは期待されるわけでござい

ます。

HFT が果たしている役割というのは、ほとんどが、皆さんご承

知のように、マーケットメイクによって小さな利益を積み上げ

て、１日に何千回、何万回も様々な銘柄を取引するものですか

ら、登録制導入について HFT から異論も出ておりません。

記 者 仮想通貨についてお伺いします。前回の会見で、仮想通貨に

ついて否定的な考えを持っているわけではないが、安全性、信

頼性に裏付けられたものであれば、将来の可能性がある分野だ

というふうなご認識を示されていらっしゃいました。今、仮想

通貨の業界団体のほうで新しい自主規制団体をつくる動きが表

面化しました。証券界では当たり前のような自主規制機能とい

うのが今までなかったということが今改めて問題視されている

と思いますが、このような動きについてどのように見ていらっ

しゃいますか。

清 田 仮想通貨について、先月、この席でご質問を受けたときも、

今ご指摘のとおり、仮想通貨そのものの問題ではなく、仮想通

貨の取引をしている業者の管理の問題であるということをご指

摘しました。仮想通貨そのものを頭から否定するものでもない

し、もしかしたら、将来の発展によっては大きな役割を果たす

可能性も無視できないということなので、慎重に今後の推移を

見守りたいというお話をしたと思います。

今ご指摘のように、自主規制機能を持たせる動きがあることも、

報道されています。もしそうであれば、仮想通貨の売買等の取引

がもう少し見やすくなるのかなと思います。

仮想通貨の価格形成は、証券取引所のマーケットよりも、店頭
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で相対売買を通じたものに近いです。日本の債券市場、JGB も店

頭取引で、今は皆が価格形成を信頼していますが、実は市場流動

性を発揮し始めたのは 1977 年からで、 初から素晴らしいマー

ケットだったわけではありません。したがって、価格形成や、そ

の他の問題についても、今素晴らしいマーケットでないとしても、

将来のマーケットを否定するものではないと思っております。

ただ、やはり中央集権的な管理主体がない商品で、かつ債券と

違って、経済的な、明確にあらわされた金利のようなリターンが

見えない商品であるがゆえに、相対の取引で形成される価格の信

頼性、透明性については十分にリスクを理解して取り組んでいた

だかないと、不測の損失を被るということもありますので、でき

るだけ慎重に判断をしていただきたい。取引をする、しないの判

断についても慎重に考えていただきたいと思っております。

記 者 ２点ありまして、１点目、役員の異動ですけれども、これで

新年度の JPX としては、体制はもう固まったというふうに理解

してよろしいのでしょうか。

２点目は、サウジアラムコの上場の誘致について、交渉の進

展があったのかどうか、ないのであれば、今後 JPX として何か

行動を起こしていくという考えはあるのかというところをお聞

かせください。

清 田 新体制については、来年度が中期経営計画の 終年度に入る

体制でございますので、大きな体制の変更はなく、これで基本

的には決まっております。ただ、若干、社外取締役等の体制に

ついての変更も含めて、これから異動の可能性はある。そこま

で考えると、確定はしておりませんけれども、社内の人事につ

いては、これで完了というふうにご理解いただいてよろしいと

思います。

２つ目のサウジアラムコの上場問題についてですが、昨年の

秋には上場市場を決めて、2018 年中には上場を果たすというよ

うなスケジュールが皆さんに広く伝わっていたと思いますけれ

ども、その後に起きたいろいろな事象、例えば当時の MBS 副皇

太子が皇太子になったということと、内政の問題が報道されて

おり、そういった政治的な問題もあってスピードが落ちるので

はないかというような話も伝わっております。１年半前に当時
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の MBS 副皇太子が来日されたときと違って、若干様相は変わっ

ているのかもしれませんが、例えば東証は落選したとか、どこ

どこに決まったんじゃないかとか、上場はやめて中国の巨大な

投資家に相対で株を分割するんじゃないかというような、うわ

さやニュースが流れるたびに、事務方ベースで、アラムコやサ

ウジ政権にご質問しても、今のところ、既定の方針は変わって

いませんよ、ないしは決まりましたかと言ったら、本当、決ま

っていないと、まだこれからだというようなお返事しかいただ

いておりません。その間も、実務的なご質問だとか確認事項と

いうのは、時々、アラムコ社から当社の事務方に来ております

ので、まだ完全に終わったわけではないようです。

ただ、あれだけ巨大な企業の、もしかしたら 10 兆円か 10 兆

円を超えるかというような規模のファイナンスを伴う IPO が、

１つの市場で、一度でできるマーケットってあまりないはずで

すね。日本のように巨大な資本市場を持っているところでも、

一度の公募・売り出しで過去 大というのは、ＮＴＴドコモの

約 2.5 兆円。ですから、日本でも２兆円、３兆円はおそらく、

特に問題なくこなせるとしても、10 兆円となったら、できない

と思いますね。これだけの量を１カ所の取引所でこなすという

のは、なかなか難しいとは思っております。

サウジ国内のタダウル取引所の市場規模は上場企業時価総額

で 40兆円あるか 50兆円あるかですので、やはり、IPO するので

あれば、グローバルな巨大市場を使うことになると思っており

ます。ただ、会計基準や言語の違いもあって、サウジアラムコ

の IPO に関する準備が、幾つの市場を同時に処理できるのか、

そのときにどこを選ばれるのかについては、私どもは全く承知

していません。我々としては、東京市場の魅力である厚みのあ

る個人投資家層の存在を、アピール点として引き続き訴えてい

こうというふうに思っています。

                            以 上


