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記者会見要旨

日      時：2018 年 12 月 17 日（月） 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 本日私からは１件、「JPX 日経インデックス 400」及び「JPX 日

経中小型株指数」の算出要領の改定について、ご説明いたしま

す。

東京証券取引所が、日本経済新聞社と共同算出する JPX 日経

400 は、「投資者にとって投資魅力の高い会社により構成される株

価指数」とのコンセプトのもと、資本の効率的活用の一つの指標

として「3 年平均 ROE」などに着目するとともに、グローバルな

投資視点といった観点から、独立社外取締役の選任状況や、決算

情報の英文開示などにも着目し、構成銘柄を選定する新たな株価

指数として、多くの皆様にご利用いただいております。

また、昨年 3 月からは、JPX 日経 400 のコンセプトを中小型株

に適用した、「JPX 日経中小型株指数」の算出を開始したところで

ございます。

こうした中、JPX 日経 400 については、2014 年 1月の算出開始

から、今年の年末をもって丸 5年を迎えることとなりました。

これまでも、指数の算出ルールについては、随時見直しを行っ

てまいりましたが、この機会に、あらためて利用者様のご意見を

伺い、両社で検討を重ねた結果、今般、いくつかの点について、

見直しを行うこととしました。

具体的な内容はお手元の資料のとおりですが、JPX 日経 400 及

び JPX 日経中小型共通の改正点は 2点ございます。

1 点目は、毎年 8 月に行っている構成銘柄の定期選定に際して

の定性スコア算定に用いる英文開示について、これまでの決算情

報に加えて、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」につ

いても英文開示がなされている場合は、定性スコアの加点の対象

とする点でございます。

また、2 点目は、構成銘柄の定期選定に際しての新規追加銘柄

について、より ROE の高い銘柄が選ばれやすくするようにする点
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でございます。

更に、JPX 日経中小型においては、定性スコア算定に用いる項

目のうち、「独立社外取締役の選任」について、これまで「2人以

上」を求めていたところ、JPX 日経 400 と同様に、「取締役総数の

3分の 1又は 3人以上」を求めることとしました。

今後とも、この指数がより良き株価指数として、多くの皆様に

ご活用いただけるよう、日本経済新聞社と協同して各種の取組み

を進めてまいります。

なお、本件の詳細につきましては、会見終了後に事務局からご

説明いたしますので、そちらでご確認いただければと思います。

私からの説明は以上です。

記 者 今年もいろいろありましたが、市場環境や日本取引所グルー

プの取り組みについてご総括いただき、その上で、来年につい

てのご展望や、日本取引所グループとして特に力を入れたい取

り組みや事柄などについてありましたら、教えてください。

清 田 今年は、４月の南北首脳会談、６月の米朝首脳会談等で北朝

鮮をめぐる緊張が緩和されました。一方において、米国の中国

との貿易摩擦が激化し、また米国は、継続的に金融緩和政策か

らの離脱を進めており、長期金利を段々と上げてきたというよ

うなことから、株式相場は上がっては下がり、また上がっては

下がり、と動きは荒っぽかった印象がありますが、結果的に、

終わってみると、比較的レンジの中での動きになっていると思

います。

我が国の経済を見てみると、米中貿易摩擦の懸念から、このと

ころ若干、先行きについて雲が出ているところもあるかと思いま

すけれども、企業業績面で見る限り、引き続き堅調な数字が期待

されていると。特に、上半期の業績の発表の後、やはり米中の摩

擦を懸念して、企業経営者の間では業績の見通しが比較的慎重な

見方に変わっておりますが、実際の数字は、現在の為替の水準と、

輸出型の企業の為替の想定との間にある程度乖離がある等も含

めて、それほど大きな、悲観的な数字が出るとは思われていない

のではないでしょうか。引き続き堅調な期待がされているのでは

ないかと思っています。
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株式市況は、１月と 10 月に日経平均は２万 4,000 円台をつけ

たわけですけれども、やはり上値は重いということと、米国発の

金利上昇等が株価を抑えるということもあって、市場関係者、私

も含めて、必ずしも期待するほど大きな上昇にはならなかったな

というのが印象です。２万 5,000 円、6,000 円という期待が、年

初、あったことを鑑みれば、大きな上昇ではなかったということ

だと思います。

そういった中で、JPX においては、第２次中計の総仕上げの年

だということもあって、淡々とやるべきことをやってきたつもり

です。国債決済期間の T＋１への短縮化や、ETF 市場活性化のた

めのマーケットメイク制度の導入、また、今年の新しい経営課題

として掲げている ESG、SDGs 等のサステナビリティに関しては、

７月にサステナビリティ推進本部というものをつくって、私が本

部長となり、積極的に取り組もうというアナウンスをしていると

ころです。

9月には、JPX と S&P が共同で開発した指数、S&P/JPX カーボン・

エフィシェント指数が、グローバル環境指数として GPIF に採用

されることになり、我々としてもこういった取り組みを進めてき

たということが、一つの形となったと考えております。10 月には

TCFD への支持表明も行っています。

一方、来年以降にも引き続き取り組まなければいけない課題

としては、総合取引所の実現に向けて秋口から動きが始まって

いると。私どもと東京商品取引所との間では、10 月に秘密保持

契約を結んで、今後の総合取引所への取り組みについての話し

合いを始めているところですが、政府の規制改革推進会議にお

いて強く求められているところですし、答申に書かれているよ

うに、おおむね 2020 年度ごろの可能な限り早期に総合取引所の

実現を図るべしということと、2019 年の３月をめどに一定の方

向性を出すべきであるという言及もされておりますので、私ど

もとしても、いたずらに時間をかけることなく、東京商品取引

所の皆さんとこれからも積極的な話し合いを続けたいというと

ころです。

また、これまで市場関係者からの方々から問題提起があった

現物市場の市場構造の在り方等については、有識者による検討

の場として「市場構造の在り方等に関する懇談会」を立ち上げ、
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ご議論をいただいています。

現在、懇談会では、市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ

の４つの市場に関して、こうした市場構造が果たしている役割や

問題点等の整理を行いながら、今後検討していくうえでの論点を

整理していただいています。そのうえで、各論点について、でき

るだけ早いタイミングで意見募集を行っていきたいと考えてい

ます。幅広く市場関係者の皆様からのご意見をいただいたうえで、

それをもとに、市場構造の在り方等の見直しに取り組んでいくと

いうステップを考えております。このあたりが、来年に向けての

課題ということになります。

後にご報告ではありますが、今年は年間の株式の売買代金、

及びデリバティブの取引高が史上 高になる可能性が高くなっ

ているということです。株式の売買代金については非常に微妙な

ところではございますが、順調に行けば、過去 高の数字を若干

上回る可能性がある。この過去 高の数字というのは、2007 年の、

東証と大証がまだ市場統合していない当時の売買代金を合計し

たものでして、それを統合後の現在の東証が超えるという意味で

ございます。デリバティブの取引高については、今年は既に 12

日の時点で過去 高の 2013 年の取引高を上回っております。そ

ろって上回れば、大変私どもにとってはありがたい結果でござい

ます。

また、私どもとして、やはり非常に気にしているのは、10月

に起こしましたアローヘッドのシステムトラブルによって市場

関係者の皆様方に大変なご心配とご迷惑をおかけした点でして、

今年１年の反省材料として、これからも強く意識し、二度と起

こさないような再発防止策に積極的に取り組んでいきたいと思

っております。

記 者 ソフトバンクが明後日、上場するということですが、親子上

場となることについて、どのように審査して承認という判断に

至ったのか教えてください。また、今夏に一部改訂をしたコー

ポレートガバナンス・コードとの関係からも、どのように判断

されたのか教えてください。

清 田 ソフトバンクの上場については、ブックビルディング期間中



5

に大規模な通信障害が起きたことで、申し込みのキャンセルが

出ているとの報道もございましたので、一部の投資家の方々に

は不安もあったということではないかと思いますが、今のとこ

ろ、予定どおり明後日 19日に上場するということで準備を進め

ていらっしゃると聞いております。

今回、ソフトバンクグループの通信子会社であるソフトバン

クの上場に当たっては、自主規制法人にて仔細に確認を行って

いると認識しています。具体的には、親会社であるソフトバン

クグループの株主と子会社であるソフトバンクの少数株主との

間で利益相反が生じるおそれがあるので、子会社の少数株主保

護がしっかりと図られる仕組みになっているかどうかについて、

確認していると認識しています。

いずれにしても、ソフトバンクは過去になく大規模な IPO と

なることが想定され、これに伴って、非常に多くの株主ができ

る見込みです。初めて投資をされるような投資家の方にも、こ

れを機に株式投資に参加していただけるのではないかと、私ど

も市場を預かる者としては大変期待しているところです。

先月の会見でご報告したとおり、今年の IPO 数は、札幌証券

取引所の 1件を含めて 99件になる見込みで、直近では 高の数

字になったというふうに思っています。

記 者 日本銀行の ETFの買い入れ額が今年初めて 6兆円を超えまし

た。市場が日本銀行に依存しているということで、株価がゆが

んでいるのではないかというような批判もありますけれども、

これについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

清 田 この件については、何度かこの記者会見の場で説明してまい

りましたが、日本銀行としては、市場のリスクプレミアムが大

きくなり過ぎて投資等の経済活動が縮小しないようにするため

に ETFの買い入れを続けているということであり、この点につ

いて、日本銀行の認識は、今のところ効果のほうが大きいため、

続けているという説明でございます。

また、年間６兆円ペースに増やしたというのは一昨年の 7 月

以降だと記憶しています。今回初めて 6 兆円を年間として超え

ましたが、一昨年の途中までも 3兆 3,000億円でしたし、前回、

金融政策のあり方を変更したときにも、黒田総裁は ETFの買い
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入れについて 6 兆円を下回ったり、上回ったり変動し得るとい

う説明をなさっています。

今回は上方に変動したわけですけれども、今のところ、年内

の営業日があと 8日間残っています。今後、設備人材 ETFを除

いて 6兆 600億円から 6兆 700億円前後まで買い入れられる可

能性があるとしても、おそらく年間 6 兆円のうちの数千億円前

後のずれであれば、「変動し得る」という言葉の範囲内というふ

うに受けとめておいていいと思います。常時、恒常的に 6 兆円

を上回るというような考えであるとは思えません。

その意味において、私どもも日本銀行の金融政策に対してコ

メントする立場ではないですが、長く続けられる政策ではない

と認識しております。やはり続けて、その保有額が大きくなれ

ばなるほど、株価に対してある意味で副作用的な効果が出てし

まって、株価形成が若干ゆがんでくる可能性というのは否定で

きません。

そういった面で、長く続ける政策ではないと思っております

が、今のところ日本銀行としては、実際にこの購入によって市

場にゆがみが生じているというよりは、リスクプレミアムを下

げることによって得られている効果のほうが大きいという説明

であり、私どもとしても、今の段階ではそのような状況かとい

うことで認識しているところでございます。

記 者 日産自動車における有価証券報告書の虚偽記載の問題で、先

日、カルロス・ゴーン被告だけでなく、法人としての日産自動

車も起訴されています。東証としては、日産自動車の内部管理

体制に問題があると考えているのでしょうか。

一般的に、法人としても起訴されたということであれば、今

回の問題の深刻さの度合いが増したように思われますが、改めて

今後、東証として内部管理体制をどのように調査していくのか、

また、今時点で清田 CEOとして今回の問題をどう捉えているの

か、ご所見をお聞かせ願えますでしょうか。

清 田 日産自動車に関しては、証券取引等監視委員会による告発が

行われ、また、東京地検により、カルロス・ゴーン、グレッグ・

ケリー両代表取締役の起訴とは別に、法人としての日産自動車

も起訴されています。私どもとしても、日産自動車の内部管理
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体制等にどのような問題があったのか、関心を持っております。

引き続き捜査等が続いており、日々、状況が動いております

ので、適時適切な情報開示がより一層重要性を帯びております。

前回の会見でもお話ししましたが、日産自動車に対しては、引き

続き、株主・投資者への情報開示をしっかりと行っていただくよ

うお願いしているところです。

記 者 日産自動車に対して、例えば違約金の徴求など何らかの対応

を検討しているということはありますか。

清 田 一般的に、有価証券報告書の虚偽記載があった場合、虚偽記

載の状況や内部管理体制の改善の必要の程度などを踏まえ、措

置の要否を検討していくこととなります。したがいまして、「虚

偽記載があった」という事実のみをもって、その内容にかかわ

らず、必ず何らかの措置をとるわけではありません。

虚偽記載の状況などを踏まえ、今後、何らかの措置が必要に

なることもあると思いますが、まずは、現時点では、株主・投

資者への適時適切な情報開示と同時に、私どもに対しても情報

の提供をお願いしているところでございます。

記 者 来年の４月末から５月にかけての 10連休は３月期決算企業の

年度決算の発表時期にあたりますので、企業は決算発表できる

日が例年より減ってしまいます。東証は決算期末後 45 日以内の

発表を呼びかけておられますけれども、何らかの対応策をとら

れる可能性はありますか。

清 田 10 連休になるというのは、法律の改正が通りましたので、も

う確定したということではあろうかと思いますが、取引所をそ

の 10連休の間にあけるかあけないかという点については、関係

者とも相談した上で 終的にお知らせしようと思っています。

国民の祝日が確定して 10 連休になったときに、銀行等の資金の

送金及び決済機関が通常どおり業務を行うのかといった重要な

ファクターもあり、私たちだけで市場をあけるかどうかを判断

できるわけではありません。

ご質問いただきました、10 連休になった場合に、企業の決算

発表の日程が限られてしまい、１日当たりの決算発表社数が増
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加してしまう可能性があるという点については、関係者によく

聞き取りを行い、また、よく話し合いながら、何らかの対応が

必要か検討してまいりたいと考えています。

記 者 先ほどのソフトバンクの親子上場についてのご回答で、利益

相反の問題は防げると判断したということですけれども、具体

的にどのような仕組みを踏まえて、問題が防げるとご判断され

たのでしょうか。

清 田 実際に審査を行っているのは自主規制法人ですので、私が具

体的なことを申し上げるのは難しい面もございますが、いずれ

にせよ十分に仕組みが構築されていることを確認のうえ、上場

承認しても問題ないという判断に至ったと認識しています。

                               

以 上


