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記者会見要旨 

 

日      時：2019年 11月 29日（金） 15：30～16：20 

場      所：大阪 5 階取締役会室 

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 4件です。 

はじめに、上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度

の整備について、ご説明いたします。 

本年６月 21 日、政府にて「成長戦略実行計画」が閣議決定

されておりますが、この実行計画のなかでは、特に上場子会社

を巡り、日本企業のコーポレート・ガバナンスの更なる向上の

必要性が指摘されています。 

また、市場構造の在り方等に関する検討において、昨年末に

実施した意見募集では、現行の上場制度を巡る様々な改善点に

ついて御意見をお寄せいただいております。本年５月より金融

審議会「市場構造専門グループ」における議論が継続しており

ますが、現行制度について、速やかな見直しの必要性が指摘さ

れている状況にございます。 

以上を踏まえ、これらに関して所要の上場制度の整備を行う

ことといたします。 

なお、具体的な制度改正の詳細につきましては、後ほど、事

務局にご確認いただければと思います。 

続いて、「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に

関する研究会」の設置について、ご説明いたします。 

先ほどの制度改正の内容にも含まれておりますが、私どもは、

これまで上場子会社を巡り、少数株主利益を保護するために

様々な上場制度の整備等を行ってまいりました。 

一方、実質的な支配力を持つ株主、いわば「支配的な株主」

を有する上場会社を巡る最近の事例が示唆する問題点、支配的



2 

 

な株主と少数株主との間の、利害調整のあり方や、少数株主利

益を保護するために必要な枠組み等については、これからさら

に議論を深めてまいりたいと考えており、今般、学識経験者、

上場会社及び投資家が参加する研究会を設置することといた

します。 

なお、本件の詳細につきましても、後ほど、事務局にご確認

いただければと思います。 

     次に、2019年の IPOの状況について、ご説明いたします。 

まず、IPOの社数でございますが、東証では、本日までに 70

社の IPOが実現しており、本日までに上場承認されている会社

を含めますと、年内に 91社の IPOが見込まれております。 

昨年は東証で 97 社の IPO がありましたので、本年は 6 社の

減少ということになりますが、株式市況が堅調な中、IPO の活

発な状況は継続しており、今後も、引き続き IPOへの意欲は根

強いと認識しております。 

なお、東証以外の国内他市場においては、現時点で札証に 1

社、福証に 2社、名証に 1社の IPOが公表されておりますので、

国内全体の IPO社数は 95社（昨年は国内全体で 98社）となる

見込みでございます。 

内訳では、東証の IPO91 社のうち、64 社がマザーズであり、

全体の約 7割を占めております。マザーズは、1999年の開設以

来 20 年を迎えましたが、本年も、マザーズの市場コンセプト

に合致する高い成長可能性を有する多くの新興企業が上場さ

れました。 

また、特定投資家向け市場である TOKYO PRO Market では、

本年は 9 社が上場され、一昨年の 7 社、昨年の 8 社に続き、3

年連続の増加となりました。 

TOKYO PRO Market での資金調達事例や TOKYO PRO Market か

らマザーズに上場する会社の事例なども出てきており、この市

場の認知度が向上し、様々なかたちで活用されるようになって

いる状況が伺えます。 
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次に、東京以外の地域に本社を置く企業の IPO 社数ですが、

社数としては 31 社と昨年と同数になり、依然として IPO の全

国的な広がりは継続しております。 

東証は、これまで、各地域の銀行、証券会社、監査法人など

の関係者と協力して、IPO を通じた地域経済への貢献に努めて

参りました。 

今後も各地域で、IPO 実現に向けたサポート体制を整えて参

ります。様々な地域の企業が上場されることは、地域経済の活

性化の観点からも大変重要なことと認識しておりますので、今

後も IPO支援の取組みを継続して参ります。 

また、東証としては、IPO に対して、株主・投資者の方々の

信頼性を確保することが極めて大切なことであると考えてお

りますので、証券会社、監査法人、その他関係者皆様のご協力

を得ながら、今後も IPOの品質確保に努めて参りたいと考えて

おります。 

なお、この IPOの状況につきましては、この後、事務局から

詳細を説明しますので、よろしくお願いいたします。 

     最後にお知らせです。 

本年 12月 30日の大納会、東京会場のゲストとして、狂言師

の野村 萬斎（のむらまんさい）さんをお迎えすることとなり

ました。 

皆様ご承知のとおり、野村さんは、狂言や芸能を通じての幅

広いご活躍はもとより、いよいよ来年に迫った東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック開会式・閉会式の総合統括を務めら

れます。 

野村さんのその輝かしい実績とご活躍にあやかり、来年の東

京オリンピック・パラリンピックの大成功を祈念するとともに、

我々日本取引所グループも資本市場の一翼を担うものとして、

日本市場の魅力とその存在感をアピールしてまいりたいと存

じます。 
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私からの説明は以上です。 

 

記 者 まず、総合取引所についての質問です。12 月から大阪取引所

の山道社長が TOCOMの会長も兼務されるということで、JPXサイ

ドの総合取引所への準備は着々と進んでいる印象は受けていま

すが、肝心の参加者サイドについては、商品先物を新規で扱う

とか、そういう動きが何か遅いような印象を受けるのですが、

JPXサイドとして、そこら辺の働きかけというのは順調に進んで

おられるのでしょうか。 

 

清 田 TOCOMの取引参加者である商先業者の皆様方の、総合取引所化

に向けての準備状況についてのご質問でございますが、来年の

７月に、商品の移管と清算機関の統合を控えて、精力的に OSE

と TOCOM との協力関係が進んでいるということはご指摘のとお

りでございます。 

 この OSE と TOCOM の双方の参加者に向けて、説明会を既に複

数回、開催しております。制度要綱を７月の末に発表して以降、

商品移管や清算機関統合後の制度の概要や、必要となるシステ

ム対応等をご説明してきているところでございます。また、必

要となる対応が参加者の属性によって異なるということもある

ので、OSE、TOCOM の双方で協力の上、各参加者と個別にコミュ

ニケーションをとって、準備を進めているというところでござ

います。 

 現在、既に商品先物を取り扱っている参加者はもちろんのこ

と、新たに取り扱いを開始すべく準備を進めている参加者につ

いても、順調に準備を進めていただいていると私どもは認識し

ております。 

 円滑に商品移管や清算機関の統合を実現するために、OSE、

TOCOMとしても、引き続き参加者との丁寧なコミュニケーション

に努めるということと、現在、金融商品取引業者である OSE の

参加者のうち、商品が OSE に移管された後、取引に参加する意

向を示していただいている先や、７月に間に合わずともどこか

のタイミングで参加意向のある先についても、前向きに準備に

取り組んでいただいていると認識しております。また、現在、

商品を中心に取引参加しているところ、ないしは両方に参加し

ているところ、こういったところについても、統合後の新しい
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OSE への参加に向けた準備を順調に進めていただいていると認

識しております。 

 むしろ、私どもとしましては、商品移管後の新しいマーケッ

トが、私どもが期待しているとおりの状況になるために、参加

者を通じて世界中の投資家のオーダーフローがどの程度成長、

増加するかという点に、非常に大きな関心を払っていくべきだ

と思っております。 

 

記 者 ２点目は株のフロントランの話で、一部の HFTが、SBIホール

ディングスの PTS 事業の板情報を使って株の先回り注文をして

いたという話があるのですが、CEOとして、こういう話をどのよ

うに受けとめておられるでしょうか。 

   

清 田 この件については、一部のメディアで報道されていることは

承知しておりますが、私どもはその内容を直接把握しているわ

けではありません。仮に報道の内容が事実であるとすれば、一

般論として、特定の投資家層が有利となるようなサービスを提

供することは問題があると考えられますが、正確な事実を承知

しているわけではありませんので、断定的なコメントは差し控

えたいと思っております。 

  

記 者 IPO について、去年よりも少し減っているということですが、

米中の貿易摩擦等で、先行きが少し不透明感があるというよう

なところが、少し影響を与えているのかどうかということが一

つと、この内訳については、後ほどご説明いただけると思って

いますが、関西の IPO件数が、対前年と比べて増えているのか、

減っているのかということと、関西の企業の IPO への意欲です

とか、あるいはベンチャー企業の勢いですとか、そのあたりを

どのようにごらんになっているかというのをお聞かせ願えます

でしょうか。 

 

清 田 東証の４市場で見ると６社減、他市場を含めると３社減です

から、ほぼ同水準の IPO ではないかという認識でおりまして、

ただ、サイズ的には、昨年は大型の IPOが幾つかございました。

メルカリ、ソフトバンク、そういった非常に目立った大型の IPO

はございませんでしたけれども、基本的には IPO の意欲は引き
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続き高いという認識でおりますと同時に、先ほどもご説明しま

したように、PRO Market を経由してマザーズに行く企業があら

われたり、PRO Market 市場への新規の上場が９社と比較的高水

準で来ているということも含めて、マーケットに登場するとい

う意欲のある若い企業が引き続き多いという認識をしておりま

す。 

 米中貿易摩擦等はあって、確かに一部、想定よりも上場の時

期等をずらした企業もあるという話もないわけではないのです

が、基本的には、準備が整ってきた企業については、上場は躊

躇しないというふうに見えます。 

 日本は小粒な企業の上場が多いというのは、日本の場合には

世界の中で見ると、新規上場に対する門戸が一番低い、ハード

ルが低いということから、若い企業であっても、上場を希望し

た場合にはかなりが上場できる、それだけの門戸が広いという

ことと、上場審査に対しても丁寧な上場審査をしていることに

よって、いわゆる上場企業のクオリティーについても、６年ほ

ど前に一時問題となったような上場ゴール的な動きも極めて目

立たない、ほとんど起きなくなっており、上場企業、新規上場

企業のクオリティーも高まっているという感じで思っておりま

すので、引き続き IPO については日本の投資家に積極的にご参

加いただければというふうに思っているところでございます。 

 

記 者 関西のことはどうでしょうか。 

 

清 田 東京以外の地域の企業が、昨年 31 社、今年も 31 社というこ

とで、高水準に維持されています。関西圏の IPO 企業数は、過

去、９社、10 社、10 社ということで、今年も 10 社ということ

になりますので、ほとんど変わっておりませんが、東京以外の

地域の３分の１が関西ですから、高水準を維持できているとい

うことだと思います。 

 地域活性化を目指した、いわゆる各地域の自治体も含めて、

銀行だとか、商工会議所であるとか、ないしは地域に根差した

監査法人だとか、そういったところが IPO 企業の発掘と育成に

非常に前向きで、役に立つような機会があれば、JPX、東証にい

ろんな意味で協力の依頼が来たり、ないしは我々のほうで申し

入れたりして、そういったセミナー等を開くことに対しても前
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向きに取り組んでおります。IPOの意欲というのは、私どもとし

ては非常に重要な経済の活力を示すものではないかというふう

に思っています。 

 

記 者 市場区分の見直しについて、金融庁の市場構造専門グループ

で 12月の報告書が出る前のところ恐縮ですが、前回の議論でお

おむねの方向性が示されたかと思います。それについての清田

CEOのご所感をお願いします。 

 

清 田 市場区分の見直しにつきましては、ご承知のとおり、今年の

秋から金融審議会の市場構造専門グループでの検討が再開され、

予定のヒアリングはほぼ終わり、直近の 11 月 20 日では、取り

まとめの段階に入ったと認識しております。 

 どういった形になるかはまだわかりませんが、直近の会合で

は、４つの市場を３つの市場に再編するという考え方が、意見

としては比較的強くなっているということと、その３つの市場

の名前は、仮称ですけれども、プライム市場と、スタンダード

市場と、グロース市場とおかれていると承知しております。 

 今後、上場している企業経営者の方々、経済団体、機関投資

家等の皆様の色々な意見が集約され、市場構造専門グループの

討議でまとまってきますと、その後の具体的な制度設計は、そ

の報告書をいただいたうえで、東証が取り組むということにな

るかと思います。 

 もちろん金融庁とは密接に連携してまいりますが、制度設計

そのものについては、東証がみずから取りまとめをしていきま

す。その中で、例えば TOPIX と市場区分の関係や、新しい市場

区分間での移行の問題、各市場の具体的な基準など、そういっ

たものについて検討を行い、制度設計がある程度終わった段階

で、パブコメにもかけることとなります。まだ時間はかかると

いうことと、一定の姿ができたとしても、現実にその姿に移行

するためにどれくらいの時間をかけるのかなど、まだまだ論議

しなければいけないポイントが多いように感じておりますので、

今の段階でこういう形になればというものが、私どものところ

で見えているわけではありません。 

 

記 者 まだ金融審議会のほうでヒアリングが終わった段階ですが、
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考え方として、現市場第一部から仮称プライム市場への移行に

ついて、経過措置を設けて、一定の条件を満たせば、基本的に

は上場会社の意向で移れるという話も出ています。そうすると、

現一部市場がほとんど横滑りしてしまって、競争を促す市場に

ならないのではないかという指摘もありますが、そのことにつ

いてはどのようにお考えでしょうか。 

 

清 田 まだ議論の途中ですが、この新しいプライム市場に、現在の

市場第一部、市場第二部等の銘柄がどの程度入るのか。そして、

その結果として、ご指摘のように、今の市場第一部とあまり変

わらないのではないかというご指摘もあると思います。ただ、

いずれにしても、現在、既に市場第一部に上場している企業に

ついて、ひとつの線を引いて、ここから先は全てプライム市場

に移行、そのほかはスタンダード市場に移行、ということでは

なく、幾つかの条件を満たせばプライム市場に申請することも

可能という考え方を入れるべきだというご意見もあるようです

ので、そこも含めて、まだまだ煮詰まっていないと言わざるを

得ないと思います。 

 ただ、今回の市場構造の見直しの検討を始めた際のポイント

として、東証市場第一部のコンセプトが判然としなくなってき

たというところもあります。以前、600銘柄や 800銘柄程度が上

場していたころの市場第一部というイメージと比べると、直近

の市場第一部のコンセプトが曖昧になっているのではないか。

また、マザーズ・JASDAQ から、市場第二部、ないしは市場第一

部への移行の過程で、市場のコンセプトがはっきりしないがゆ

えに、上場会社において、企業価値の向上を目指すインセンテ

ィブがうまく働かなくなっているのではないかといった問題意

識もあります。これらについてどう対応するのかという点も含

めて、深く検討すべきだと思っています。 

 

記 者 市場構造の見直しに関連しての質問ですが、TOPIXを新しいも

のにしていくという議論も論点の中に入っていたと思います。

現在、いろんな投資家が、TOPIXをパッシブ運用で使っていたり、

ETF や投信でもベンチマークとして使われていると思いますが、

連続性が失われると、そうした投資にもいろいろ影響があると

思います。その点について、どうお考えになるのか教えてくだ
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さい。 

 

清 田 いわゆるパッシブ運用であるとか、インデックス運用である

とかといった形で使われている TOPIX の対象銘柄が東証市場第

一部全銘柄になっていることの意味合いというのはプラス、マ

イナス両方あり、全ての銘柄であるがゆえに、東証市場第一部

の退出基準が極めてハードルが低く、なかなか退場する企業が

出てこないので、新陳代謝があまり起こらず、その価値が相対

的に見て認められにくいような会社もたくさん東証市場第一部

の中に残っているというご指摘をいただいています。そういっ

た、パッシブの運用者であれインデックスの運用者であれ、投

資対象として積極的に投資すべき対象ではないかもしれない銘

柄が TOPIX に入っていることが資産運用をする機関投資家等か

ら見て問題という点と、一方において、東証市場第一部の全上

場企業について、きちんとしたウエート付けをして、加重平均

のインデックスであるがゆえに、市場全体の指標性は極めて高

いという見方があります。 

 こういったプラス、マイナスの面を反映して、今、TOPIX運用

というのは行われているわけですが、現在、TOPIXに入っている

企業を、あるとき突然、基準を定めて、TOPIXから外れます、残

ります、というようなことをやるべきかどうかについては、い

ろんなご意見をいただいており、やはり投資の継続性の面から

すれば、パッシブ運用ないしはインデックス運用をされている

方から見れば、ある日をもって突然ばっさりと変えるというこ

とはやめてほしいというご意見が強いです。 

 たとえ必ずしも投資したい銘柄ではないものが入っていたと

しても、激変は困るという継続性に対する要望は非常に強いよ

うに感じます。ですから、そのあたりも含めて今後の制度設計

と移行のスケジュールだとか、移行のあり方、方法論について

は慎重な論議をしていかなければいけないという問題意識は強

く持っております。 

 

記 者 堂島商品取引所の米の先物取引について、今年８月に４回目

の試験上場の延長が国に認められた形になりますが、商品先物

を大阪に持ってこられるということで、いろいろ競争する部分

もあるかと思います。堂島商取の今回の上場延長についてご所
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見があればお伺いできますか。 

 

清 田 堂島商取の米の先物については、何度もご指摘のように試験

上場を繰り返していて、今年の夏に本上場に向けた申請がなさ

れたと思うのですが、結果的にやはりマーケッタビリティーの

不足ということもあって、引き続き試験上場の継続ということ

になったと。日本人の主食である米をマーケットに任せること

に対するいろいろなコンセンサスがまだ得られていないのでは

ないかなというふうに感じられます。けれども、堂島商取は、

日本の米相場の本拠地であったわけでございますし、デリバテ

ィブは世界最初に大阪で発生した、この堂島から発生していっ

た世界のマーケットの主力商品でもありますので、堂島商取に

おける米の先物について、決して軽く見ているわけではござい

ません。 

 今のところ米の先物取引については私どもが直接関与すべき

マーケットではないですが、私どもは総合取引所としてコモデ

ィティーを持つことになりましたので、米そのものについてど

う取り扱うべきものかどうかということについては、今後の検

討課題ではないかと。ただ、もちろん米の先物取引については、

堂島商取でも簡単に本上場させていただけないように、私ども

に持ってくるべきかどうかという論点もまだ確定的なご意見は

ないようですので、関係者のご意見等を十分に聞いた上で、必

要であれば堂島商取の社長ともコミュニケーションはとってい

きたいと思っております。 

 

記 者 関西電力の件ですが、去年の秋に、社内調査報告書がまとま

っていながら、問題点が取締役会に諮られなかったり、監査役

会で問題を知りながら、結局、強く問題視されずに終わってし

まったりだとか、コーポレート・ガバナンスの観点から如何な

ものか、という報道が相次いでいますが、この件に関するご所

見をいただければと思います。 

 

清 田 関西電力の件は、私が細かい状況を承知しているわけではご

ざいません。もしご指摘のような事実があるのならば、いわゆ

るガバナンス上の問題とも考えられますが、実際にどうなのか

は、自主規制法人が、マーケットサイドとは独立の立場で、情
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報収集をすることになると思います。ただ、まだ第三者委員会

が実態の解明を進めておられるようでございますので、その調

査の結果を見守っているところでございます。 

 私どもとしては、常々、投資判断に影響があるような情報に

ついては、適時適切に開示していただくことを、全上場企業に

お願いしているところでございますので、関西電力についても、

第三者委員会の調査結果が出たところでは、できるだけ早く開

示していただきたいと思っております。 

 

記 者 第三者委員会の最終報告が出て、ガバナンス上、問題があっ

た場合ですが、あくまで自主規制法人として対応を検討すべき

で、日本取引所として何らかの対応をとるとか、何らかの措置

をとるということは、今のところないとのお考えでしょうか。 

 

清 田 私どもの組織についてご説明いたしますと、JPXの傘下に東京

証券取引所、東京商品取引所と大阪取引所、清算を担当してい

る JSCC、自主規制法人と 5 つの法人がございます。自主規制法

人は、金商法上、非常に厳しい独立性を求められており、東京

証券取引所からの業務委託によって自主規制業務を受託してお

ります。自主規制法人にて問題ありと認識されると、自主規制

法人から東京証券取引所に何らかの措置を建言するような構成

になっております。そのため、情報を検証している過程では、

自主規制法人は独立していなければいけません。実際に何らか

の措置を講ずる場合は、東京証券取引所が上場企業に対して措

置を講じるということになりますが、それまでの間は東京証券

取引所がマーケットサイドとして前に出ることは、なかなかな

いということです。 

 

記 者 まず 1点目に、東証に上場するＺホールディングスと LINEの

統合について、11 月 18 日に発表がございました。清田 CEO は、

この統合について、どのような受けとめをされたか、ご感想を

お聞きしたいと思います。 

 ２点目は、それに関連して、開示のあり方について質問させ

ていただきたいと思うのですが、この案件は、午前８時半に

TDNETで開示されましたが、果たして、その開示内容が Zホール

ディングスの少数株主にとって適切だったかどうか、お聞きし
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たいと思います。このディールは、Ｚホールディングスの６割

の株式の希薄化につながる新株発行をともなう可能性があるも

のでしたが、これについては、新株発行、それから希薄化懸念

等については、リリースでは一切触れていませんでした。 

 実際、株価の推移について、発表当日は最大５％上昇しまし

たが、翌日は８％下落。その後、２日間にわたって下落をして、

今日現在も発表前の水準以下で取引されているという状況です。

個人投資家を含む少数株主に対しての開示の仕方として、どの

ようなご感想を持たれたか、以上、２点、お願いいたします。 

 

清 田 Ｚホールディングスと LINEが経営統合の発表をされましたが、

報道によれば、世界の巨大なネットワーク企業に比べると出遅

れている点があり、これを追撃していきたいということだと承

知しております。日本でも、世界で戦えるようなネット企業が

成長していってもらいたいという気持ちが強いので、全体とし

て好意的に受け止めたと申し上げたいと思います。 

 一方、情報開示の点については、「交付」と記載されており、

「新株発行」という言葉を使っていないというご指摘かと思わ

れますが、通常、「交付」という言葉は、新株発行を含めて使わ

れていると承知しております。そのため、市場を運営する立場

からすれば、マーケットで使われる言葉として「交付」と記載

したことが不適切であったという認識は、持っておりません。 

 

記 者 本日、中曽根康弘さんの訃報がありましたが、同氏は JR、NTT、

JT の上場に道筋をつけられた方なので、何か一言あればお願い

いたします。 

 

清 田 日本の戦後、総理大臣の中でも有数の、しかも評価される総

理大臣のお一人だというふうに思っておりまして、ご冥福を心

からお祈りしたいと思います。 

 私も、まだ、若い課長ぐらいのころに、中曽根さんが総理大

臣をされていて、ロンヤス関係ということで、アメリカと日本

との関係を回復して、日本の立場を明確にアメリカに印象づけ

た政治家として、私は記憶しております。 

 日米の同盟関係を明確に発信し、そして、当時、ロンヤスの

ロンであるレーガン大統領の時代に、いわゆるソ連を崩壊、東
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西冷戦の終結に向けたスタートを切った、アメリカでも有数の

大統領との関係を強く持って、戦後の世界が大きく変わる流れ

の中で、中曽根元首相の果たした役割は非常に大きかったので

はないでしょうか。アメリカからの日本に対する信頼関係を築

いた功績は、改めて評価したいと思っております。 

 

 

                               

以 上 

 


