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記者会見要旨

日      時：2018 年 4 月 27 日（金） 15：30～16：00

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、私からご説明する事項は 3点あります。

はじめに、2018 年 3月期決算についてご説明いたします。お手

元の資料を適宜ご覧ください。

本年 3 月期の「営業収益」は 1,207 億円、「営業利益」は 717

億円、「当期利益」は 504 億円となっております。

収益面について補足しますと、現物、デリバティブの出来高が

ともに前年度を上回る水準となったことなどから、「営業収益」

は前年度から 128 億円の増収となりました。

一方、費用面では、収益の増加に伴い、それに連動する費用が

前年度から増加したため、「営業費用」は 509 億円と前年度から 7

億円ほど増加いたしました。

このように費用は若干増加したものの、増収幅が大きく上回っ

た結果、「当期利益」は504億円と前年度比83億円の増益となり、

収益、利益ともに過去 高となりました。

次に、本年 3 月期の普通配当ですが、JPX では配当性向の基本

方針を 60%程度としており、これに基づき、通期で 1株あたり 57

円といたします。

また、本年 1月で JPX は発足 5周年を迎えたこと、先ほどご説

明したとおり、当期利益が過去 高となったことを踏まえまして、

株主の皆様のご支援に対し感謝の意を表するため、1株あたり 10

円の記念配当を併せて実施することといたします。

決算については、以上です。

次に、第二次中期経営計画のアップデートについてご説明いた

します。お手元の資料を適宜ご覧ください。

JPX は、2016 年度から 2018 年度を対象とする第二次中期経営

計画を策定しておりますが、今回、環境変化や進捗状況を踏まえ、

仕上げの一年として 終年度に向けたアップデートを行いまし

た。
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まず、1 ページ目「第二次中期経営計画の概要」をご覧くださ

い。第二次中計では、「バランスの取れたビジネスポートフォリ

オの実現」を中長期的な将来像として設定し、4 つの重点施策を

掲げ、取組みを進めております。

次に、2 ページ目「計画 2 年目までの進捗状況」をご覧くださ

い。従前より取り組んでいる「コーポレート・ガバナンスの実効

性向上」については、複数の独立社外取締役を選任する会社が大

幅に増加しました。

また、「BCP・サイバーセキュリティの強化」として、首都直下

型地震などへの備えを万全なものとするため、長期間バックアッ

プ体制や新しいバックアップセンターの整備などBCPの更なる強

化に注力しました。

その他も、ここに記載しているとおり実績を積み重ねており、

これまでの 2年間、重点分野での取組みは概ね順調に進捗してい

る状況と評価しております。

続いて、3 ページ目「ハイライト」をご覧ください。今回のア

ップデートは、これまでの進捗や効果を確認しながら、第二次中

計の達成に向けた「仕上げの 1年」として実行計画を見直し、重

点的な施策を追加・修正するものです。

また、今年度を「次期の中期経営計画に向けた助走期間」とし

て、ESG 投資の促進や、人材基盤の強化、フィンテックの活用な

ど、新しい経営課題へのリサーチや投資強化を進めます。

とりわけ、ESG 投資に関しては、当社自らも、積極的に取り組

むための専門組織を新設することなどにより、ESG 視点からの経

営を強化してまいります。

そして、フィンテックの活用については、ブロックチェーン実

証実験の更なる推進や、AI、RPA の活用による業務効率化を更に

進めてまいります。

その他、具体的な取組みの内容につきましては、4 ページ目か

ら 7ページ目にかけて記載しておりますので、後ほどご覧いただ

ければと思います

後に、8 ページ目「経営財務方針」をご覧ください。財務目

標について、ご説明いたします。

2018 年度業績予想については、現下の市況を前提とすると、

－営業収益が 1,230 億円、

－当期利益が 480 億円、
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－ROE が 17％程度、

となることを見込んでおり、2 年前に策定した第二次中計の

終年度目標水準を達成する見込みとなっています。

中期経営計画に関しては、以上です。

後に、役員候補者の決定についてご説明いたします。お手元

の資料を、適宜ご覧ください。

本年6月の定時株主総会の承認をもって就任していただくこと

になります、JPX の取締役について、

日本電気株式会社 代表取締役会長の遠藤信博氏を、新任取締

役候補者とする旨を決定いたしました。

遠藤氏のご略歴は、お手元の資料の 4ページ目のとおりでござ

いますが、企業経営者であるとともに、システムやネットワーク

にも、お詳しい方でございます。

なお、遠藤氏を加えた JPX の取締役候補者は、資料 2ページ目

に記載している 14名となります。

私からは以上です。

記 者 大手インターネット証券会社のマネックスグループが、コイ

ンチェックを買収するという動きがありました。仮想通貨事業

への参入を検討している上場企業がほかにもありますが、こう

いった動きについてのご所感をお願いいたします。

清 田 マネックスグループが、仮想通貨の流出事件を起こしたコイ

ンチェックを買収し、子会社としたわけでございますが、仮想

通貨を巡っては、その基盤となる分散型台帳技術の革新性に大

きな期待が寄せられる一方、仮想通貨そのものについては、単

に投機対象としてしか見られておらず、価格も乱高下しており、

社会的・経済的な評価が定まっていない不安定な状況となって

います。こうしたことから、今後の動向については、私どもと

しても十分に注視していきたいと思っております。

コインチェックが起こした流出事件に関しては、仮想通貨そ

のものの評価というよりは、顧客から預かっている仮想通貨の

管理、つまりセキュリティーの問題が大きいと認識しておりま

すが、仮想通貨そのものについては、欧米でも非常に厳しい見

方がなされていて、各国の行政当局も規制・監視を強めている
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ところです。

特に、仮想通貨が、ICO によりトークンという形で生み出され、

一部流通しておりますが、諸外国では、詐欺的な事案も多く発

生していると聞いておりますので、そうした状況にある中で、

上場会社であり、かつ取引参加者である証券会社が、仮想通貨

交換業者を傘下に持つのであれば、徹底したリスク管理と情報

開示、また、リスク管理を行うだけではなく、リスクが顕在化

したときの損失に耐えられるだけの体力等も考えたうえで、し

っかりと経営をしていただきたいと思います。

私どもは、証券会社に限らず、東証上場会社が仮想通貨をビ

ジネスとして行おうとする際には、ぜひ、慎重に考えていただ

きたいと考えております。仮想通貨そのものの評価が定まって

いない現状において、過大なリスクをとって参入していくこと

にもなりますので、とても心配しているところです。

記 者 ICO について１点、追加でお伺いできればと思います。ICO を

既に実施していて、これから上場しようという企業に対しては、

どういうお考えを持たれるのか。

もう１点は、中計に関して、市場区分の見直しというところ

で、変更があったということを示す下線が引かれているのです

が、何かご変更があったということがあればお伺いできればと

思います。

清 田 ICO については、私どもは極めて懐疑的に見ております。まだ、

日本国内で ICO を行った上場企業はないと認識しておりますが、

海外で ICO を行った上場企業はあり、会計処理を巡り財務情報

の開示が遅延した事例もございました。こうした状況に関して

は、皆さんご承知のとおりかと思います。

ICO が、詐欺やマネーロンダリング等に使われる可能性、ある

いは実際に使われている事例も世界にはあるわけでして、そう

したものに、日本の上場企業が関わっていくことに対しては、

やはり大変心配せざるをえません。

何か問題が発生した際には、上場企業全体の信用にも影響しか

ねませんので、上場企業においては、極めて慎重に検討していた

だきたいと考えています。
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また、市場区分の見直しについては、一部で新聞報道等もさ

れており、その時点で一度ご説明していると思いますが、少な

くともあの時点で報道されていたマザーズと JASDAQ の統合等を

具体的に考えているわけではありません。ただ、市場区分の見

直し自体は、市場統合を行ったときからのひとつのテーマでは

あると申し上げているはずです。

こうした状況は、現在も基本的には変わっておりません。特

段、具体的な方向性を検討しているわけではありませんが、こ

れから次の中計に向けて、現在生じている具体的な問題点等を

調べたうえで、色々な関係者のご意見も聞いてみたいと思って

います。ただ、今のところ、こうした動きが具体化しているわ

けではございません。

少し補足いたしますと、マザーズと JASDAQ は、歩んできた歴

史も、開設の目的も異なります。また、ひとくちに「新興企業」

と言いましても、JASDAQ の場合、何十年も JASDAQ に上場してい

る企業もあるわけです。一方で、どちらも、成長途上の企業が

上場しているという意味では、多少類似する側面もあるかもし

れません。したがって、この類似する部分と、市場の成り立ち

やコンセプトの相違を、どう整理していくのかというのは、そ

う簡単な問題ではありません。

東証・大証が統合した際には、一部・二部に関しては、大証

一部・二部の銘柄がそのまま東証一部・二部に上場することで

統合した一方で、JASDAQ はそのまま残したわけです。そのとき

にも、この問題は検討されているのですが、一部・二部のよう

に統合するにはなかなか難しい面があったため、当時は、それ

以上深い検討は行いませんでした。

また、私が東証に来たとき、JASDAQ は、東証一部・二部と比

べて、約 10倍の売買手数料がかかる市場でした。マザーズは東

証一部・二部と全く同じ料率でしたが、マザーズと JASDAQ で約

10 倍手数料の違いがあるのは不自然ということもあり、私が指

示をして、売買手数料を同率にしています。そのときも、マザ

ーズと JASDAQ の統合の可能性について、全く考えなかったわけ

ではないのですが、やはり難しいところもあり見送っています。

これからもう一度、考えなければいけない問題のひとつではあ

り、常時、念頭には置いておりますが、具体的な方向性を検討

するのは、もう少し先とご理解ください。
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記 者 経済産業省が昨年 11 月にバイオベンチャーを育成するために

投資環境を整えようということで研究会を発足し、今日、一部

報道にもありましたけれども、新興市場の上場廃止基準を緩和

する等、バイオベンチャーへの投資を活発にするための市場環

境を整えてほしいという提言を近々にまとめるという話が出て

いますが、清田さんのお考えをお伺いできますでしょうか。

清 田 新興企業のうち、特にバイオベンチャーが、上場後にどうし

てもなかなか成果が出ないということですが、バイオベンチャ

ーに限らず、ベンチャー企業が真の意味で成長軌道に乗るまで

に、相当時間がかかるケースもあると思います。

マザーズは、ルール上は赤字であっても上場はできますが、

10 年以内に東証二部、または一部にステップアップしていただ

く前提で制度を設計しています。また、JASDAQ も、上場後５年

連続赤字だと上場廃止になる基準があります。いずれにしても、

こうした制度・基準がバイオベンチャーにとっては窮屈であり、

諸外国では、赤字が続いても、もっと長く上場を維持できるとい

うご指摘があったと聞いています。どちらの市場であれ、研究開

発の途上で、上場廃止のリスクが高まってしまう場合があるのは

事実だと思います。

一方で、ベンチャー企業の資金調達を支援して、成長につなげ

ていただこうという目的でマザーズが存在しており、そのために、

上場審査をはじめ様々な制度・運用面において、これまでできる

だけハードルを下げて上場していただいてきたのは事実ですの

で、そうした面では、これまで、バイオベンチャーに限らず、ベ

ンチャー企業の成長を支援し、実際に役に立ってきた面はあると

思います。

今回のようなポイントがあるということを踏まえ、改めて、諸

外国と比較をすると同時に、上場維持できる期間を延ばせば本当

にバイオベンチャーが育つのか、もう少し実態を調べてみたいと

は思います。一方で、取引所としてベンチャー企業の成長支援を

惜しむわけでは決してございませんが、ルールを緩和することに

よって、投資家が結果的に損失を被ってしまうリスクについては

十分に配慮しなければいけませんし、そうした側面と、上場企業

が成長するメリットをバランスよく考えることが、市場開設者と
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して必要だと思います。こうした点を踏まえ、十分な検討をして

みたいと思います。

記 者 本日、韓国と北朝鮮の首脳会談が行われました。北朝鮮の情

勢は、たび重なる核実験やミサイル発射など、マーケットを揺

さぶるような要因になっていたわけなのですが、今日の 10 年ぶ

りの首脳会談を受けて、清田 CEO の首脳会談への見方や受けと

めを伺います。

清 田 韓国と北朝鮮の首脳会談は、劇的な脚本もつくられた上で行

われ、それなりに成功裏に進んでいるというふうに見ておりま

す。これまで、北朝鮮が核実験をしたり、ミサイルの発射を強

行したりすると、地政学リスクが意識されてマーケットが揺れ

たこともありました。

直近では、トランプ大統領と金正恩委員長の米朝首脳会談が具

体化しそうな流れがあり、地政学リスクは下がっていると私は思

っています。韓国と北朝鮮のトップ同士が今日会った後、また明

日から核実験やミサイル発射ということが始まるとは思いませ

んし、少なくとも米朝首脳会談の実現までは平和にいくし、会談

においても突然大げんかをして別れるとも思えないので、当面の

地政学リスクはかなり沈静化していると思っています。

ですから、企業業績や、為替、経済の成長率といった市場要因

によってマーケットが動きやすくなると思っています。日本企業

の決算発表を見ると、非常に好調な業績ないしは予想の企業が多

いので、今後も株価に対してはフォローの風が吹くと思っていま

す。

日本の株価はこのところ、アメリカと中国の貿易戦争が起きる

かもということで大分抑圧されているので、ＰＥＲで見ると割安

な水準にありますが、地政学リスクが低下して企業業績や市場要

因で株価が評価されるようになれば、そういった割安感の修正も

含めて堅調な相場展開を期待できるのではないかと思っていま

す。

                            以 上


