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記者会見要旨

日      時：2018 年 3 月 30 日（金） 15：30～16：20

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 本日は、３点ご説明します。

まず、フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバ

ナンス・コードの改訂についてです。

昨年 10 月より、金融庁と東証が共同事務局を務めるフォロー

アップ会議におきまして、ガバナンス改革の進捗状況の検証を行

ってまいりました。

そちらでは、コードの策定などにより、ガバナンス改革に一定

の進捗は見られるという評価をいただく一方で、企業の取組みが

形式面にとどまっており、実質を伴ったものとなっていないとい

う指摘や、企業と投資家との対話の内容が形式的なものとなって

いるという指摘がなされました。

そういった指摘を踏まえ、フォローアップ会議として議論を重

ねた結果、企業と投資家との対話を通じ、コーポレートガバナン

ス改革をより実質的なものへと深化させていくため、ガバナンス

コードの改訂が提言されました。

改訂の柱となっている項目は、「経営環境の変化に対応した経

営判断」、「投資戦略・財務管理の方針」、「CEO の選解任・取締役

会の機能発揮等」、「政策保有株式」及び「アセットオーナー」の

5つでございます。

それぞれの項目についてのコード改訂の詳しい内容につきま

しては、この後で事務局からご説明をさせますので、そちらをお

聞きいただければと思います。

我が国のガバナンス改革の目的は、経営陣に果断な経営判断を

促すことを通じて、中長期的な企業価値の向上を実現することに

あります。今回のコードの改訂が、それを実現する上での一助に

なることを期待しています。

次に、当社保有株式の売却についてです。

当社は本日、当社が保有するシンガポール取引所の株式につい
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て、3年程度をかけて、順次、売却することを決定しました。

シンガポール取引所の株式については、2007 年 6月に、協力関

係の構築を目指して、当時の発行済株式数の約 4.99％にあたる

5,305 万 1千株を取得いたしました。

同年8月にはTOPIX連動型ETFがシンガポール取引所へ上場し、

ETF に関するプロモーション及び市場監視情報等の共有に関する

MOU を締結し、さらに 2014 年には、協力関係の強化を図り、相互

協力に係る趣意書を両者で締結するなどしてまいりました。

他方、2015 年に導入されたコーポレートガバナンス・コードの

下では、いわゆる政策保有株式について、上場会社が他の上場会

社の株式を保有する場合、経済的な合理性や将来の見通しを検証

し、説明することが求められます。

こうしたことを背景に、コーポレートガバナンス・コードの趣

旨やシンガポール取引所とのこれまでの協業の状況を踏まえ、株

式保有の必要性について改めて検討した結果、今後も従来どおり

協力関係を継続するにあたり、必ずしも株式を保有する必要はな

い、との判断に、至った次第です。

具体的な売却方法の詳細は、今後、決定いたしますが、当社に

よる株式売却がシンガポール取引所の株価にできるだけ影響を

与えないよう、3 年程度の時間をかけて、徐々に売却していく予

定です。

後になりますが、先月の定例会見後に自主規制法人の佐藤理

事長からの説明もございました「上場会社における不祥事予防の

プリンシプル」に関してのご説明になります。

ご承知のとおり、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、そのよ

うな不祥事が頻発する市場は、コーポレートガバナンスが機能し

ていないとみなされ、市場全体の信頼性が損なわれることも懸念

されます。

こうしたことから、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、先

月、「不祥事予防のプリンシプル」の原案を公表したところです。

その後、パブリック・コメントの募集などを行い、本日、正式に

確定・公表いたしましたのでご報告いたします。
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今回のパブリック・コメントでは、本プリンシプルに対する多

くの賛同意見をいただきました。特段、反対意見はありませんで

したが、プリンシプルをより読みやすく、分かりやすくするとい

う観点から、記載ぶりに関するご提案も頂戴しましたので、一部

の記載を見直しております。

また、問題事例についても、記載をより具体的なものとして、

問題の所在が把握しやすくいたしました。このような対応を行っ

ておりますが、全体を通して趣旨にかかわるような大きな変更は

ありません。

具体的なコメントとその回答につきましては、プリンシプル

確定版と併せて JPX のウェブサイトに掲載しておりますので、そ

ちらをご覧いただければと存じます。

本プリンシプルについては、本日、自主規制法人から上場会社

代表者の方々への通知も行っており、代表者をはじめとして取締

役、監査役等で共有していただくようお願いしたいと考えている

ところです。

今後、上場会社の皆様はもちろんのこと、法律専門家や会計専

門家などの上場会社への助言等を行う方々、株主・投資者の皆様

にも本プリンシプルが広く共有され、不祥事予防に役立ていただ

くことを期待しております。

また私共では、今後、セミナーの開催や各種メディアへの寄稿

など、本プリンシプルの浸透を図るための周知・広報活動に努め

てまいりますので、皆様方におかれましてもご協力のほど、よろ

しくお願いいたします。

私からは以上です。

記 者 コーポレートガバナンス・コードについて、今回の改訂では、

政策保有株式の縮減に向けた方針を開示するように求めたり、

取締役の多様性、いわゆる女性であるとか外国の方も含めて多

様性を持たせてほしいというような内容になっておりますけれ

ども、改訂案の中身についての清田 CEO のご見解をお伺いでき

ればと思います。

清 田 政策保有株式の縮減や、取締役会のダイバーシティーについ

ては、今回の改訂案の中でも特に注目を集めている項目だと思
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います。

政策保有株式の縮減に関しては、上場企業全体の資本効率の

アップや企業価値向上という観点から、保有目的や保有に伴う

便益・リスクを精査したうえで、保有の合理性がないものを縮

減していく努力が引き続き求められていると思います。

取締役会のダイバーシティーに関しては、まず、独立社外取

締役の数を増やしていくことが重要であると思います。複数の

独立社外取締役を選任している東証一部上場企業は既に約 90％

に達していますが、２、３名の企業が大半ですので、取締役会

の機能強化のためには、更に選任を進めていく必要があると思

います。そして、今回の改訂案では、ジェンダーや国際性等の

ダイバーシティーについて触れられていますけれども、取締役

会がその機能を適切に発揮していくうえでは、様々な視点や価

値観を活用していくことが重要ですので、取締役会の構成を検

討するに際には、社内取締役及び独立社外取締役のスキルの多

様性や、ジェンダー、国際性等のダイバーシティーに関してど

う取り組んでいくのかについて、ぜひトップマネジメントの

方々にご検討いただきたいと思っております。

コード導入から約３年というタイミングで改訂が行われるこ

ととなりましたが、今回の改訂をきっかけとして、企業と投資

家との対話がさらに進展し、企業の持続的な成長と中長期的な

企業価値向上が実現していくことを強く期待しています。

記 者 アメリカのトランプ政権について、相次ぐ高官の解任や、

近では輸入制限措置というようなこともあり、保護主義的な動

きも強めているわけなのですけれども、こういったトランプ政

権の迷走、特に保護主義的な動きについて、清田 CEO はどのよ

うにお考えなのか、そして、いわゆる世界経済に与える影響に

ついてどのようにお考えなのか、お伺いできますでしょうか。

清 田 なかなか難しいご質問ではないかと思うのですが、おっしゃ

るとおり政府高官の解任、また既に報道されているとおり、政

権の中核である官僚の人事もなかなか決まらないという状況で

す。ただ、アメリカのマーケットは、直近でこそ少し揺れては

いますが、非常に堅調であると。巨額の輸入制限措置で、トラ

ンプ政権が中国に対する貿易戦争を仕掛けるのではないかとい
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うようなことも言われておりますが、マーケットは、その瞬間

は非常に大きく反応しましたけれども、アメリカ経済の実力を

背景に落ちついてきています。

もし仮にアメリカと中国が共倒れになるような貿易戦争が起

きれば、その両国に対して大きな輸出をしている日本も当然大

きな影響を受けるということで、アメリカ以上に大きく株が下

がったり、揺れたりしていたのですけれども、こちらも、この

１日、２日を見ると、少し落ちついてきたと。

もう１つ、地政学リスクに対しても、米朝首脳会談の提案が

受け入れられ、中朝首脳会談も行われたということですから、

このあたりをどう解釈すべきかは私もはっきりとはわかりませ

んけれども、少なくとも緊張が緩和していることは事実であろ

うと思っています。

トランプ政権の政策を見て、日本の株式市場がどちらに動く

かということについて、明確にこうであろうということが言え

る立場ではございませんが、全体としては、日本の企業業績を

映して日本株が上昇しているという構造は変わっておりません

ので、若干円高に振れてはいるものの、日本企業の業績が堅調

であるということを考えると、下値の大きな不安はないという

ふうに見ております。

ただ、予測ができないような政策を打ち出してくる大統領であ

り、おひざ元のアメリカ市場の投資家にとってでさえも想定外の

ことが起きて大きく反応をせざるを得ないのだと思います。日本

の企業業績がアメリカ経済の動向から影響を受けることは避け

られないですし、外国人投資家による日本株の保有割合が３割程

度、流通市場での取引割合が６割を占めているという状況を考え

ると、アメリカが揺れるときに大きく日本が揺れるというのは、

ある意味でやむを得ないところがあります。我々としてはそうい

った何らかの大きな変動が起きたり、ボラティリティーが急に上

がったりしたときにも、マーケットが安定的に運営されるような

状況を常に意識してつくっていきたいと思っております。

記 者 シンガポール取引所の株式の売却で簡単に３点お伺いします。

なぜこのタイミングでシンガポール取引所の株式の売却を決め

られたのかというのが１点。当時の取得額というのはどれぐら

いで、そのときと比べて現状のシンガポール取引所の株価がど
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うなっているのかというところが２点目です。３点目は、JPX に

おけるアジア戦略について伺います。国境を越えたアジアの取

引所とのアライアンスということでいうと、今回、シンガポー

ル取引所とはこういうことになりますけど、ほかの取引所とは

積極的に資本関係も含めて可能性を模索していくのか、あるい

は、今後は国境を越えたアライアンスが難しいということで、

より国内に注力していく方向性なのか、そのあたりの戦略につ

いてもお聞かせください。

清 田 まず、シンガポール取引所の株式をなぜこのタイミングで売

却するかについてお話します。取得の経緯等を簡単に説明しま

すと、当時は国際的な取引所の再編の動きが活発であったとい

うこと、日本取引所グループ発足前で、東京証券取引所はデリ

バティブを強化しようという考えがあったことから、日経平均

先物を既に上場していたシンガポール取引所との協力関係を含

めて戦略的に検討し、株式を取得しました。シンガポール取引

所に資本を投下して協力関係を努力してつくってはきましたが、

やはりそれ以上の深い関係になるのは、国家の基本インフラ同

士なのでなかなか難しい。

日本取引所グループの CEO に就任以来、株式保有の必要性を

検討してきました。ちょうどそのタイミングで、コーポレート

ガバナンス・コードの導入の検討が進んでいました。私が CEO

に就任した 2015 年６月にコーポレートガバナンス・コードが適

用されたわけですから。

私はシンガポール取引所の CEO とも改めて具体的な協力案件

をいろいろと検討してみようと議論をしました。そうでない限

り、コーポレートガバナンス・コード上、協力できるようなポ

イントがなければ、株式の保有についてエクスプレインできな

いので、場合によっては売却せざるを得ないということは十分

あり得ることを話した上で、プロジェクトチームを立ち上げて、

相互に協力できる案件を考え、互いのコロケーションサイト間

の通信サービス等を実現してきました。しかし、株式をこれだ

け保有していなければできないような協力関係はなかなか出て

こず、シンガポール取引所の CEO に対してこちらから、政策保

有株式の売却そのものは避けられないということを話して了解

を得たと。シンガポール取引所も、協力関係は引き続き続けた
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いということはきちっと言っていますけれども、売却について

は異論はないというご返事だったので、このタイミングになっ

たということでございます。

２点目の価格については、2009 年に１度、評価損を計上して

おり、その際の水準から見ると現状の株価は大分上がって戻っ

てはいます。シンガポール取引所の配当性向は９割程度と高く、

配当金も含めて、これまで受け取った当社の収益を考えると、

日本円で、ゼロ金利時代にじーっと預金に置いておくよりも、

はるかにいいパフォーマンスにトータルではなっている。株主

からお預かりしている資本という面では、必ずしも褒められた

パフォーマンスではないのですが、５年前までの東証は未上場

であり、ROE を求められるような立場でもなかったのです。上場

会社である日本取引所グループの立場で考えると、資本提携の

効果が大きく期待できない状況の中で他社の株式を保有し続け

るほうが株主に対してはむしろマイナスが大きいという判断も

あって、こういう結論を出したということでございます。

あと３点目、シンガポール取引所の株式を売却して、これか

らのアジア戦略、グローバル戦略をどうするのかというお尋ね

ですけれども、これについては、業務提携と商品相互上場、そ

の他、協力関係というのはシンガポールに限らずやっていかな

ければいけないという状況は変わりません。株式を持っていな

くても業務提携やグローバル展開は可能であり、つい先般も、

韓国取引所と台湾証券取引所と東証が３社で MOU を結んで、取

引所間の相互協力、ビジネス関連のプロモーションの相互協力

を発表させていただきました。

そのほかにも CME と TOPIX の先物の上場を決めたり、取引所

間の資本関係なく業務協力をするのに、アジアに限る必要はな

いと私は思っています。

NASDAQ とは、大阪取引所が J-GATE を導入しているということ

もあって、極めて親密な関係にありまして、これからの資本市

場をつくっていくような発展途上国に対して、NASDAQ がもしシ

ステム等で進出するという場合には、場合によってはアジアの

取引所のトップランナーの１つとして、取引所のあり方のよう

なものを教えていこうということを NASDAQ のトップとも話をし

ています。株式を売却するからグローバルの協力関係だとか展

開をやめるということでは決してないということをご理解いた



8

だければと思います。

記 者 年度末を迎え、2017 年度の振り返りと来年度の見通しについ

て、ご見解を伺えればと思います。

清 田 マーケット全体としては、１年間振り返ってみると、前半は

持ち合い、後半は上昇、そして 後に少し調整といったところ

ですけれども、2016 年度末は１万 8,909 円、今日は２万 1,400

円台ぐらいですから、2,500 円近く上昇しているということで、

マーケット全体としては比較的いい１年であったと思います。

我が社のように、市場の取引高からビジネス上の影響を受ける

会社としては、後半は市場でボラティリティーが上がったこと

もあり、取引高が堅調に推移して、業績的にも、先般発表させ

ていただいたように、日本取引所グループ発足後５年経ちます

が、 高利益を更新できそうだということでございます。

一方において、年度末近くになりマーケットにもたつきもあ

り、２月には米国の雇用統計で 2.9％の賃金の上昇、これが想定

よりもはるかに大きく、金融引き締めがスピードアップするの

ではないかということで、アメリカが 1,000 ドル超下がり、そ

の影響を日本のマーケットも受けました。その後、中国に対す

る貿易戦争のリスクと、国内の政治リスク、質の違うリスクが

同時に浮上して、マーケットが調整したというふうに考えてお

ります。

国内の政治リスクと申しましたが、アベノミクスがこれまで

マーケットで好感されてきた理由として、企業価値向上を第一

に掲げ、株式市場重視、ガバナンス重視を強調してきたこと、

また日銀とのタイアップで超金融緩和を持続的に続けることに

よって、円安も含め、それなりの効果を発揮してきたというこ

とと、ゼロ金利、マイナス金利によって、銀行を除く企業が極

めて良い影響を受けてきたことが挙げられますが、これらに見

直しがあるかもしれないということを、おそらくマーケットが

考えたのではないかと思います。

記 者 黒田さんが再任されて、また黒田日銀の新しい期間が始まり

ますが、今の金融政策の１つとして、日銀による ETF の買い入

れというものがあります。これが株価を下支えしている面もあ
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るとは思いますが、その一方で、マーケットの機能というもの

が低下してしまうという懸念もあると思います。改めて、日銀

による ETF の買い入れのいい面と、やはり懸念、留意しなけれ

ばいけない部分というのを教えてください。

清 田 黒田総裁が続投され、副総裁２人も決まり、日銀の金融政策

の基調は変わらないということを前提にマーケットが落ちつい

てきているとは思います。黒田総裁も国会などで、引き続き、

大胆な緩和の状況を続けるとおっしゃっています。

私どもとしては、日銀による ETF の買い入れそのものは、こ

れまでのところ、それなりにプラスの効果があって、特にデフ

レ心理を脱却するに当たって、株式市場の持つ、いわゆるリス

クプレミアムに働きかけるという形での金融の資金緩和効果と

いうものを心理的に支えるという意味では効果があったと思い

ます。しかし、やはり株式市場を長期的に俯瞰すると、いつま

でも続けられる政策ではありませんねと、個別企業の業績動向

に関係なく一定の需要が発生してくる ETF 買いですから、長く

続けば影響が出てくると思われますので、長く続かないという

ほうが望ましいということは、私はこの記者会見の席で今まで

も申し上げてきているわけです。ただ、今、何か弊害が出てい

るかというと、出ていないというのが私どもの認識です。

日銀の、株が下がったときにしか買っていないという買い方

が、結果的にはあまり弊害を拡大しない買い方になっていると、

私どもは見ております。結果的には、この３月、相当マーケッ

ト環境がよくなかったので、たくさん買っていらっしゃるよう

ですけれども、いずれにしても、今現在は弊害が出ていなくて

も、長く続けるべき政策でないというのが、私どもの見方です。

記 者 先ほどの質問で、来年度の見通しについて質問があったと思

うのですが、お答えなかったようだったので、来年度の株価の

見通しについてはどのように見られているか、改めてお願いで

きますか。

清 田 初の質問のときにも若干お話ししたように、トランプ政権

の動向であろうと、何であろうと、株価がどうなるかというの

は、私どもが言える立場でもないのかもしれませんが、ただ、
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全体として、今の日本の政策の枠組みが続きそうであると、ア

ベノミクスの継続、すなわち、企業価値の向上政策、ガバナン

ス政策、日銀では異次元の金融緩和の持続、デフレ脱却に向け

ての取り組み等を前提に考えると、企業業績の引き続き堅調な

展開をベースに、大きな下値の不安がないという、申し上げ方

をしました。

昨年の年末から今年の頭にかけて、いろいろな経営者の方々

やプロフェッショナルな方々が、今年の高値は２万 6,000 円だ、

7,000 円だ、8,000 円だとおっしゃっていたのに比べると、おそ

らく少し見方を下方修正されている可能性はあるかと思います。

一方で、主に個人投資家ですね、今までは上がったから売って

きたけれど、下がれば買いたいという投資家も控えている。売

る人がいれば買う人がいる、買う人がいれば売る人がいるとい

うマーケットメカニズムを通じて、引き続き、マーケットが健

全なオペレーションを続けるであろうと思います。企業業績が

どの程度上昇するかについては、為替動向にも影響されますの

で、企業業績が発表されるタイミングであるとか、そういった

ものを見ながら、投資家が動いてくるのではないかと思ってお

ります。

記 者 シンガポール取引所の株式の売却なんですけれども、今後、

売却方法の詳細を決定するというのは、いつごろまでに決定さ

れるのか、また、どんな選択肢を今、頭の中で描いていらっし

ゃるのかというのが１つです。もう一つが、2017 年度の後半に、

上場企業で ICO をやる企業というのが出てきたのかなというふ

うに見ております。昨年にも、ご発言されていると思うんです

けれども、改めて、ICO についての規制の必要性の有無であると

かについて、ご所見を伺えればと思います。

清 田 現状、どういう売り方かというのは検討していますが、３年

間にわたって、おそらく VWAP 等を使いながら、売っていただく

という形で、我々自身が売るのではなくて、実質的には、委託

して売っていただくという格好になるかと思います。まだ、

終的にどこを通じて、どうやって売るかというのは決まってお

りません。

また、ICO の件ですが、上場会社で ICO を検討している会社は幾
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つか把握しておりますけれども、まだ国内で実際に行った上場

会社はありません。

諸外国では詐欺的な事案も発生していると聞いており、国内

外で規制の見直しに関する議論・検討が進められている中でも

ありますので、そうしたタイミングで、東証の上場会社が ICO

行うことについては、慎重であるべきではないかと思います。

上場会社であるということは、やはり社会の信頼を得ている

存在でありますので、疑いが僅かでも向けられるような行為は

抑制していただきたいというのが、私の基本的な考え方です。

                               

以 上


