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記者会見要旨

日      時：2018 年 6 月 20 日（水） 15：30～16：15

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、午前１０時から、日本橋のロイヤルパークホテルにお

きまして、定時株主総会を開催しました。

別室モニターでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、

私から、簡単にご報告します。

議決権行使書を提出された方を含め、

総株主数 ４万７，４６９名の方のうち、

１万９，６１４名のご出席

議決権総数 ５３６万３，３２８個のうち、

４８２万５，９２５個の議決権行使

がありました。

株主総会の会場にお越しくださいました株主数は、２，３３６

名であり、昨年よりも、２９８名ほど多くの方にご出席いただき

ました。

質疑も活発に行われまして、１１時５３分に、終了いたしまし

た。

また、取締役選任の株主総会の議案につきまして、原案どおり、

承認されましたことを併せてご報告いたします。

最後にお知らせです。日本取引所グループは、CEO 直轄の組織

として「サステナビリティ推進本部」を本年 7月 1日付けで設置

することといたしました。

昨今、ESG 投資の重要性がますます高まっております。とりわ

け国内外において、経済・社会・環境を巡るグローバルな課題に

関する 17 の目標である「持続可能な開発目標 SDGs」への関心

が高まっており、こうした課題に対する有力な手段として、ESG

投資が注目されております。

日本取引所グループは昨年 12 月に Sustainable Stock 

Exchanges Initiatives、略して SSE に参加し、今後は、本年 4

月 27 日に公表した「第二次中期経営計画のアップデート」に掲



2

げた施策などを通じて、わが国における ESG 投資の普及に向けて

積極的に取り組んでまいります。

サステナビリティ推進本部は、こうした取組を推進する全社横

断的な組織となります。国内外の公的機関、投資者、上場会社、

市場関係者をはじめとするステークホルダーの皆様と連携しな

がら、ESG 投資の普及、ひいてはサステナブルな社会の実現に寄

与してまいりたいと思います。

簡単ですが、私からは以上です。

記 者 多くの３月期決算の上場企業で６月に株主総会が開催されま

す。今年はコーポレートガバナンス・コードの改訂や、投資家

と企業の対話ガイドラインの策定などもあり、上場企業にとっ

て株主との対話の重要性も増しておりますけれども、CEO として、

今年の株主総会に対する、注目点ですとか期待感をお聞かせ願

えますでしょうか。

清 田 つい先ほど、当社も株主総会を終えたばかりでございますが、

たくさんの株主の方にご出席いただき、また、ご発言も非常に

積極的にしていただき、大変ありがたく思っております。昔、

私が大和証券時代に株主総会に出ていた頃と比べると、個人株

主の皆様方が積極的に発言するようになったと毎年感じている

ところでございまして、株主総会は投資家と企業経営者との対

話の場であるという捉え方が、機関投資家はもちろん、個人投

資家の間でも広がっていると感じております。また、質問の内

容も企業の業績や事業戦略等に関するものが中心となっており、

この点に関しても、機関投資家と意識が共通してきているなと

思います。

また、先ほど、私どもとして ESG や SDGs といったサステナビ

リティに関する取組みを進めていくことをご説明させていただ

きましたが、この点についても、特に機関投資家の方々との対

話ではよく話題に上るようになったと感じております。

次に、今回、ガバナンス・コードの改訂でもテーマのひとつ

として挙げておりますが、経営トップの選解任や後継者候補の

育成も論点になるのではないかと思います。また、それと同時

に、相談役や顧問など退任後の経営トップの方々の処遇につい
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ての投資家の関心も高いと思います。既に報道されているよう

に、トヨタが相談役や顧問を大幅に減らすこととしましたけれ

ども、今後そういった動きが他の会社にも波及していくのでは

ないかと思っております。

さらに、株主提案も注目点のひとつだと思います。近年、株

主提案が活発に行われるようになり、必ずしも経営の論理と合

わない提案もあるものの、企業価値の向上につながるような提

案も増えてきていると感じておりますので、企業は株主提案に

ついて真摯に向き合っていく必要があると考えております。

なお、ガバナンス・コードで私どもから上場企業にお願いし

ているように、企業経営者の方々には、株主総会に限らず、機

関投資家を含めた株主との対話を建設的に進めていただくこと

が、最も期待されているのではないかと思います。

記 者 今月１日にコーポレートガバナンス・コードの改訂がありま

したけれども、これについて２つ伺わせてください。

１つ目は、改めて改訂の意義や狙いを、企業価値の向上とい

う観点から教えてください。

２つ目は、女性や外国人を社外取締役に登用することを推奨

していますけれども、女性を社外取締役につけますと、どうい

うことが期待できるのか教えてください。

清 田 最初のご質問、コーポレートガバナンス・コードの改訂の意

義や狙いと、それが企業価値の向上とどうつながっていくかと

いう点ですが、今回の改訂の大きなポイントとして、１つ目に

経営トップの選解任、２つ目に取締役会の多様性、３つ目に資

本コストへの意識、最後に企業年金等のアセットオーナーとし

ての機能発揮を挙げています。

１つ目の、経営トップの選解任についてですが、企業経営は、

もちろん業種によって色々と異なりますが、いずれにせよトップ

マネジメントのリーダーシップが非常に重要であり、このリーダ

ーシップによって戦略が実行されていきます。したがって、リー

ダーが経営判断を間違うと大変な問題になりますので、やはりリ

ーダーたる経営者が、次に経営を担う人をしっかりと育てている

かという点と、また、その経営者が十分に機能を発揮していない

場合には、企業のガバナンスの仕組みの中で、解任も含めて、適
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切に新しい世代に引き継いでいく必要があるということだと思

います。

２つ目の、取締役の多様性についてですが、やはり多様な人材

により取締役会を構成することが重要です。その中で、女性とい

う要素が入っておりますが、これは社外取締役に限定しているわ

けではありません。取締役に選任されるのが、社内の女性であっ

てもいいし、社外から招聘した女性であってもいいわけです。ま

た、国際性という観点からは、外国人が適任という場合も考えら

れます。さらに、多様なキャリアを有するという意味では、自社

の業界に限らず、別の業界での経営の経験がある方や、あるいは、

法律、会計、情報セキュリティーといった多様な能力、キャリア

を持つ方々で取締役会を構成することで、ひとつの方向に経営が

流れ過ぎてバランスを失うことがないようにするということも

非常に重要だと思います。これらの中で、特に女性の視点が非常

に重要だということで、ジェンダーが多様性に含まれることを明

確化しておりますが、いずれにせよ、多様な取締役を選任すると

いうことが非常に大事だということです。

３つ目の、資本コストへの意識についてですが、資本コストは、

経営者が株主から預かっている資本に対するコストであり、株主

が期待する収益率です。つまり、株主から預かっている資本にも

コストがかかっているということです。もちろん、リスクマネー

として提供されているものですから、もし経営がうまくいかなか

ったときには無配にもできるという意味で、資本というのは経営

する側にとって非常に有難いお金なのかもしれませんが、これに

はコストがかかっているという意識を持つことが極めて重要で

す。資本コストを幾らと認識するかは、もちろん企業あるいは事

業によって異なるかもしれませんが、伊藤レポートでは、日本企

業の場合、おおむね８％程度を意識すべきとしています。最近に

なり、やっと日本の ROE は２桁を超え、アメリカやヨーロッパに

追いついてきていますが、これは仮に資本コストを８％とすると、

平均で見ると ROE がその水準を上回ってきているということで

す。今回の改訂を踏まえ、資本コストを意識した経営が行われ、

資本コストを上回る、いわゆる事業利益をしっかりと生み出して

いるのかどうかということについて、企業と投資家との間で対話

がなされていくことを期待しています。

これらのとおり、2015 年 6 月に導入したガバナンス・コード
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を改訂し、ガバナンスの向上を、形だけではなく、実質的なもの

へと深めていくことによって、企業価値の向上を期待しているも

のでございます。

２番目のご質問の、女性の登用につきまして、改めてもう一度

触れますと、人間の半分、もしかしたら半分以上は、女性なわけ

です。女性が企業経営を行うことで、どういう考え方がもたらさ

れるかについては、男性社会で、今まで当たり前とされてきた視

点から見ると、目からうろこというものがたくさんあります。し

たがって、そうした面も含めて、先ほども申し上げましたが、ひ

とつの方向に流れない、バランスのいい経営を通じて、収益を上

げていくことが大事だと思います。「女性活躍」という言葉があ

りますが、女性はもう活躍とか、推進とか、そういった段階を超

えるべきだというふうに考えています。

記 者 本日の株主総会で、総合取引所の話が数回出ていたと思うん

ですけれども、現時点で総合取引所構想のハードルになってい

るところと、もし時期などについて、頭の中でイメージされて

いるものがあれば、お願いします。

清 田 総合取引所というのは、もう何度も安倍内閣で閣議決定の手

続を踏んで発表されているのですが、実際に動いていない。こ

れはもう、これまでも申し上げてきたとおりですけれども、実

際に東京証券取引所ないしは日本取引所グループ、そして大阪

取引所と、こうやって考えたときに、我々から反対する理由は

なくて、そして、デリバティブは、コモディティデリバティブ

も世界的に見れば当然大きなマーケットですから、ほんとうは

一つのマーケットで取引出来たほうがいいというふうに思って

います。

記 者 東証と大証が市場を合併して、もうすぐ５年となりますが、

この５年を振り返ってみて、歩みですとか、印象に残っている

ことがあれば教えてください。

清 田 ご質問のお答えになるかどうかわかりませんが、もう本当に

偶然ですけども、JPX の統合とアベノミクスのスタートは、ぴっ

たり合っています。安倍内閣がスタートしたのは 2012 年の 12
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月 26日、JPX がスタートしたのは 2013 年１月１日ですので、１

週間しか違わない。その後、非常に恵まれたマーケット環境の

中で、JPX の統合が非常にうまくいく背景になったと思っていま

す。

リーマン・ショック以降の非常に厳しい経済環境、市場環境

の中で、東証、大証単独では、真の意味で生き残れるかどうか

わからないという危機感があって統合に至ったわけですが、非

常に恵まれた環境の中で、統合の目的を実現することができた

と思っています。１つは、２つの取引所に重複していたシステ

ムや間接部門などが統合によってスムーズに一本化され、両社

合わせて、経費が 85 億円も削減できました。年間 85 億円もの

経費削減というのは非常に大きな意味があったわけですが、そ

うした面も含めて、スムーズな経営統合を支える非常に恵まれ

たマーケット環境でしたので、ある意味でラッキーなスタート

を切れたと思っております。

統合していく過程で、東京のアローヘッドというシステムに、

大阪の現物システムを統合したわけですが、統合に合わせて、

新しいアローヘッドのリニューアルも行いました。

また、その１年後には、大阪の J-GATE というデリバティブシ

ステムをリニューアルしましたが、その際、TOPIX 先物や JGB 先

物など、東京のデリバティブを全部大阪に統合し、これも極め

て大きな投資案件でしたが、順調に統合することに成功いたし

ました。

さらに、JASDAQ とマザーズという若干性格の違う新興市場が

２つあって、それぞれに特色のある企業が上場しており、２つ

の市場の性格が違うので１つになるということはなかなか難し

いのですが、現物市場を東京に統合した結果、マザーズに比べ

ても取引手数料が 10 倍だった JASDAQ について、少なくとも取

引手数料を合わせたことによって、どちらの市場に上場するか

企業が選ぶ際、純粋にその性格の違いによって選ぶことができ

るようになったと言うことができると思います。

やはり個人的には、コーポレートガバナンス・コードの導入、

その１年前に、スチュワードシップ・コードの導入がされてい

るわけですが、この一連のアベノミクスに基づいた施策によっ

て、経営者のマインドが大きく変わったことが非常に大きな変

化だと思っています、
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経営者は、株主との対話を十分することによって、企業価値の

向上を持続的に目指すべきだということが浸透してきています。

また、経営者に対してスチュワードシップという外からの目と、

ガバナンス・コードという内からの外の目、すなわち独立社外取

締役や社外監査役など、企業の内側にある外の目を積極導入する

ことによって、経営者に対して、企業価値向上が経営者にとって

最大のミッションであることが徹底されてきています。

この３年で、海外の機関投資家と会うたびに、日本企業の経営

者の話す内容が本当に変わってきたということを聞いています。

これだけの短期間で、経営者のマインドが大きく変わってきたと

いうことが、私にとっても最大の喜びであり、驚きでもあります。

経済面だけで見ると、この５年間は、非常に恵まれた環境だっ

ただけに、ガバナンス・コードの導入だけによって、こうした変

化が実現したわけではないと思いますが、ガバナンス・コードを

経営者に本当に理解してもらうためには、非常にフォローの風で

あったと思います。アゲインストの風の中で、生きていくのに必

死な環境では、こうした意識改革はスムーズにはできなかった可

能性があり、大変ありがたかったと考えています。

記 者 昨日、フリマアプリのメルカリが上場しまして、久しぶりの

大型のベンチャー企業の上場となりました。今後、こういった

有望な企業がどの程度東証で上場していくのかといった将来観

も含めて、ご所感をお願いできればと思います。

清 田 多くのメディアで報道していただいているとおり、メルカリ

は上場前から大変期待が高く、昨日は、3,000 円の公募価格に対

して 5,000 円の初値がつきましたので、7,000 億円近い時価総額

の大型上場になりました。

今後、「ユニコーン」と言われるような、上場前から大型のベ

ンチャー企業が次々に上場してくるということは難しいかもし

れませんが、過去には小さい規模で上場し、その後大きく成長

した企業も多くあります。ソフトバンク、ヤフー、楽天、また、

IT 企業以外でも、ファーストリテイリングやニトリといった企

業は、その例です。

グローバルに比較すると、上場前からグローバルマーケット

で成長していけるアメリカ企業、あるいは大きな国内市場で成
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長していける中国企業と比べ、日本では、言語の壁などもあり、

成長企業といえども、規模が小さいという傾向もあるかと思い

ます。しかし、むしろ、小規模な段階でも、上場して成長資金

を確保できるところが、マザーズや JASDAQ の良いところでもあ

るかと思います。ベンチャー企業には、さらなる成長の足がか

りとしてこれらの市場を使っていただきたいと思います。日本

にも、ベンチャー魂がある経営者は多くおられますので、IT の

みならず、技術やノウハウのイノベーションも含めて、ぜひイ

ノベーティブな企業に取引所を使っていただいて、日本経済の

成長を牽引していただきたいと考えています。

以 上


