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記者会見要旨 

 

日      時：2020年 2月 21日（金） 15：30～16：30 

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。 

最初は、「役員候補者の決定について」です。 

当社グループでは、毎年 4月 1日を新執行体制の開始日とし

ており、本年 4月 1日以降の役員候補者を決定いたしましたの

で、ご説明いたします。 

お手元の資料を、適宜ご覧下さい。 

今回決定した新執行体制は、「7月に予定している TOCOMから

OSE への商品移管・清算機関の統合の着実な実現」、「その後の

安定的な市場運営の確保」、「総合取引所に向けた推進体制の強

化」といった点に加えて、「市場構造等の見直し」などの現物

市場に関する経営課題にもしっかりと取り組めることを基本

観に決定いたしました。 

まずは、代表執行役の異動について、ご説明いたします。 

昨年の TOCOM との経営統合により、JPX は、これまでの現物

市場と金融デリバティブ市場に加えて、商品デリバティブ市場

を有する取引所グループとなりました。今後、グローバルな市

場間競争に勝ち残り、総合取引所としての地位を磐石なものと

するため、宮原氏と山道氏の二人には、東証・OSE の社長と兼

任して、「JPXにおける代表権のある共同 COO」に就任してもら

うこととしました。 

これにより、宮原氏は、JPX の「取締役兼代表執行役グルー

プ Co－COO（現物市場統括）」、山道氏は、JPX の「取締役兼代

表執行役グループ Co－COO（デリバティブ市場統括）」となりま

す。 
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なお、二人に共同 COO に就任してもらうには、JPX の定款改

正が必要であることから、実際の就任は、6 月に開催予定の定

時株主総会後ということになります。 

続いて、その他役員の異動について、ご説明いたします。 

最初に、JPXです。 

深山浩永氏が JSCC 社長を退任することから、JPX の取締役、

執行役も退任し、JSCCの社長に就任する静正樹氏が JPXの取締

役、執行役にも就任いたします。 

また、6月に、濵田隆道氏が TOCOM社長を退任することから、

JPXの執行役も退任し、TOCOMの社長に就任する石崎隆氏が JPX

の執行役にも就任いたします。 

なお、石崎氏の略歴は資料の５ページにございますが、現在、

独立行政法人 経済産業研究所の上席研究員を務められており

ます。石崎氏は、経済産業省において商品市場やエネルギー行

政に精通されていることから、TOCOM の喫緊の課題である電力

先物取引の振興に向けた即戦力として期待しております。 

また、執行役の二木聡氏が、常務執行役に昇格いたします。 

次に、東証です。 

取締役常務執行役員の小沼泰之氏が、取締役専務執行役員に

昇格いたします。 

続いて、TOCOMです。 

先ほど申し上げましたように、6 月に、濵田氏が社長を退任

し、後任には石崎氏が就任いたします。 

また、7月に予定している商品移管後は、OSE、TOCOMの市場

管理を統合的に行うことから、OSE の市場管理担当執行役員で

ある樋出幹雄氏が TOCOMの執行役員にも就任いたします。 

続いて、自主規制法人です。 
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常務理事の鈴木康史氏が退任し、現在、JSCCの常勤監査役で

ある鍵和田広氏が常任理事に就任いたします。 

続いて、JSCCです。 

先ほど申し上げましたように、深山氏が社長を退任し、後任

には静氏が就任いたします。 

また、取締役専務執行役員の岩永守幸氏が取締役副社長に昇

格いたします。 

また、現在、自主規制法人の常務理事である鈴木氏が取締役

常務執行役員に就任いたします。 

また、常勤監査役の鍵和田氏が退任し、現在、JPXの IT企画

部長である鈴木淑彦氏が常勤監査役に就任いたします。 

最後に、JCCHです。 

6月に、濵田氏が TOCOMの社長を退任するとともに JCCHの社

長も退任し、後任には、JSCCの社長に就任する静氏が就任いた

します。 

これらを踏まえた、新体制後の担当業務については、お手元

の資料に表を載せておりますので、そちらをご参照いただけれ

ばと思います。 

長くなりましたが、以上が「役員候補者の決定について」の

ご説明となります。 

次に、「新市場区分の概要等について」、ご説明いたします。 

昨年末からご案内差し上げておりましたとおり、金融審議会

「市場構造専門グループ」報告書を踏まえた市場区分見直しの

骨子として、本日、「新市場区分の概要等について」を公表い

たします。 

この骨子は、今後の市場区分見直しに向けて、上場会社、上

場準備会社、市場関係者などにおける対応の検討及び準備に着

手していただけるよう、現時点で想定される、新市場区分の概
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要、新市場区分への移行プロセス及び今後のスケジュールをお

示しするものです。 

今後は、この骨子に基づき、さっそく来月には現行制度の一

部改正について、年内には新制度について、それぞれ制度改正

の内容をお示しします。そして、来年はいよいよ上場企業に市

場の選択をしていただき、2022年 4月を目途に、新市場区分を

スタートしていきたいと考えております。 

今般の見直しは、上場会社の持続的な成長と中長期的な企業

価値の向上に寄与し、国内外の多様な投資者にとって魅力あふ

れる株式市場の実現を目標としております。市場開設者として、

日本経済の発展に貢献していくというかたい決意をもって、見

直しに向けて着実に進めていきたいと思います。 

なお、本件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。  

最後に、「TOPIX 等の見直しに関する今後の対応方針につい

て」、ご説明いたします。 

昨年末に公表された報告書においては、TOPIX に関しても、

いくつかご指摘をいただいておりますので、先ほどご説明した

骨子と併せ、本日、取引所としての今後の対応方針を公表する

ことといたします。 

これは、報告書での TOPIXに関するご指摘を踏まえ、①TOPIX

算出ルールの見直し、②浮動株比率の算定方法の変更、③指数

ガバナンスの更なる強化、についてそれぞれ対応方針を取りま

とめたものです。 

今後につきましては、指数利用者のご意見を聴いたうえで、

新算出ルールや移行プロセスを決定・公表し、新市場区分への

移行完了後、新算出ルールへ段階的に変更する計画としており

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。 
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新しい市場区分への移行と、TOPIX の新しい算出ルールへの

変更、双方の円滑な実現に向けて、関係者の皆様におかれまし

ては、引き続きご理解とご協力をいただけますよう、よろしく

お願いいたします。 

私からの説明は以上です。 

 

記 者 ２点お伺いします。 

 まず最初の１問です。世界で感染が拡大する新型のコロナウ

イルスの影響を通期の業績予想修正の理由に盛り込む企業が増

えてきています。株式市場への影響についてどのように考えて

いますでしょうか。また、先月の会見時にもコロナウイルスの

影響について言及されていますが、その時点と比較しての変化

についてもお伺いできればと思います。 

 

清 田 コロナウイルスの感染拡大につれて経済への影響が出始めて

いることから、一部の企業では、場合によっては業績への影響

を織り込まざるを得ないと言及したり、あるいは実際に業績予

想の修正をするところも出始めたりしております。 

 まず、現時点での世界でのコロナウイルスの感染拡大の状況

につきましては、中国本土において爆発的に広がってきた勢い

はまだ止まったとはいえず、引き続き感染者と死者の拡大が続

いています。そして、日本も含めて、アジア地域を中心にかな

りの広がりを見せています。 

 各国における感染者の数をみると、日本がクルーズ船での感

染者を含めるとおそらく２番目に多くて、700人ぐらいと聞いて

おります。シンガポールや韓国などでも多くの感染者が出てい

るようです。中国以外での感染者は現在のところまだ数百人単

位というところでございますので、まだ爆発的と言えるのかど

うかはわかりませんが、中国との貿易を通じた経済関係が非常

に強いアジアの各国を中心に、経済的な影響が出始めています。 

 また、日本においては、感染拡大による心理的な影響に加え

て、実際の感染拡大防止策として、各種の活動を控えようとい

う動きが出ております。日本と中国とのビジネスや観光等の行

き来を控える動きが出ております。企業の側も、感染の広がり

を防止するためのいろいろな手を事前に打っており、私どもも、
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一部イベントを中止し、取引所の見学も原則として中止するな

どの対応をしております。このように、コロナウイルスの感染

拡大により、いろいろな経済活動が抑えられるようになってい

る、経済的にはネガティブな影響が出始めていることを皆さん

お感じになっているのではないかと思います。 

 特に、中国への依存度が高い企業やサプライチェーンのつな

がりの強い企業を中心に、いち早くそのネガティブな影響度合

いを精査し始めており、その影響度合いが大きい場合には適時

開示をするという考えから、早めにそういった情報を発信する

ケースが出始めています。 

 今現在の状況では、いつ事態が収束するのか見えない中で、

慎重に対応される企業が出始めており、しばらくはそうした動

きがほかの企業にも広がっていく可能性は高いと思います。ま

た、日本だけではなくて、アジアの企業でも欧米の企業でも中

国依存度が非常に高い企業がたくさんございますので、そうい

ったところへの影響については引き続き注視していく必要があ

ると考えております。 

 私は先月にもこの場で、若干の期待も込めて、そうひどい状

況にならないうちに山を越えればということを申し上げました

が、今のところまだ山を越えたという実感はありません。 

ただ、クルーズ船については、感染者の入院と陰性の方々の下

船がおおむね実現しておりますので、今後あと２週間ぐらいの観

察で、下船された方々の健康状況の管理をすることが非常に重要

になってくると思われます。これまでに、日本では国内感染者が

１人と、クルーズ船から下りた感染者が２人、合わせて３人がお

亡くなりになられています。これ以上、感染者の中で犠牲が出な

いようにお祈りしております。そして、この先２～３週間で、早

めに感染して隔離され、入院されている方々が全快をして退院さ

れるケースが増え、クルーズ船から下船された方も観察期間を無

事に終えて、クルーズ船については山を越えたと言えるようにな

っていればと期待しております。 

 一方において、感染源がわからない感染者が全国各地で出始め

ておりますので、感染拡大の抑え込みが可能なのかどうかが懸念

されます。また、もう水際作戦でやるのは無理があるのではない

かというご指摘をされる専門家の方もいらっしゃいますので、今

後の展開については、私どもも非常に心配しながら見ているとこ
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ろです。 

 ただ、今のところ WHOでも、日本の専門家の間でも、感染力は

非常に強いものの、重症化する比率は低く、かつ致死率も低いと

いうことなので、とにかく懸命の治療によって感染者の方が回復

されるようにお祈りすると同時に、早く検査薬と治療薬の開発が

進むことを祈っております。 

 このような状況が相場にどう関係してくるかについて申し上

げると、これまでは、昨年の 12 月に企業業績はおおむね底を打

って、１－３月ぐらいから反転に向かうのではないかという期待

があったかと思います。それが、コロナウイルスの件によって先

延ばしになるのか、ないしは腰折れになるのかというリスクが認

識されている状況です。今のところ株価の水準そのものはそれほ

どひどい状況にはなっておりませんが、これからの展開は極めて

慎重に見ておくべきだと思います。 

 今のところ、アメリカでの感染はそれほど広がっておりません。

また、アメリカの経済が非常に強く、アメリカ経済に引っ張られ

る形で世界の株価の底が固い状況となっていると思われます。し

たがって、アメリカがうまく感染拡大を防止することができるか

どうか、またアメリカの経済が好調を維持できるのかどうか、と

いった観点で、アメリカに対して注目度が高まっていくのではな

いかというふうに思っています。 

 

記 者 ありがとうございます。続いて、２つ目の質問をお伺いいた

します。 

 本日公表された、東証における市場構造の再編の骨子につい

てお伺いします。最大の注力点と、また今後の課題について教

えてください。また、新制度への移行期間についてですが、今

後の検討方針や留意点もお聞かせください。 

 

清 田 今回の市場構造の見直しの課題として、東証の５つの市場区

分について、それぞれの市場区分のコンセプトが曖昧であり、多

くの投資者から見ると、利便性が低いという指摘を受けています。

例えば、市場第一部には、上場企業の大半が上場しており、特性

が見えづらくなっているというご指摘や、上場企業の企業価値向

上や持続的な成長に対するインセンティブが十分に働いていな

いというご指摘もいただいております。東証、大証の統合時点か
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らこうした問題は意識しておりましたが、改めて一昨年の秋から

具体的な検討に取り組み始め、昨年末に市場構造専門グループの

報告書が公表されたことを受けて、今回、市場構造の見直しの骨

子を公表しております。 

そうした観点からは、まず市場区分のコンセプトを明確化する

ということ、そして、市場区分の見直しを受けて、それぞれの上

場企業が企業価値向上や持続的な成長に向けてインセンティブ

を感じていただくということが、非常に大事だと思っています。 

 今後のスケジュールにつきましては、先ほど冒頭のご説明でも

申し上げましたように、まずは、現行制度の見直しに着手し、新

市場区分の制度について、年内に明確な姿を描いて、そして、来

年後半には、上場企業による市場区分の選択を行っていただきた

いと思っております。流通株式時価総額 100億円など、想定され

る基準の概要は今回お示ししていますが、流通株式の定義をどう

するかなども含めて、新市場区分の基準を具体化したうえで、上

場企業には、プライムとスタンダードとグロースという、いずれ

も仮称ですが、この３つの市場のどこに上場していただくかの選

択をしていただくというステップに入りまして、再来年４月１日

の新市場区分への移行を目指したいと考えています。 

 ただ、上場会社が市場を選択するにあたっては、新しい市場区

分の基準に必ずしも合わない企業も出てくるかもしれませんの

で、これをどうするのかというご指摘もあります。これについて

は、市場構造専門グループの報告書でもコメントされているよう

に、基本的には激変緩和のための経過措置を設けていくというこ

とでございます。市場区分の選択をしていただくときに、新しい

市場区分の基準に未達であったとしても、今後の計画をしっかり

とご提出していただければ、もちろん、その計画がしっかりと立

てられたものであることが前提となりますが、移行は可能とする

仕組みを想定しており、当分の間は、そうした経過措置を設けて

いきたいと考えています。 

 

記 者 経過措置の当分の間について、清田 CEO はどれくらいを想定

していらっしゃるかを１点目にお聞かせ願えればと思います。 

 

清 田 明確に何年、あるいは何カ月というようなものを持っている

わけではありません。当分の間、この経過措置を講じる趣旨は、
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新しい市場区分の基準に適合しない企業が、基準に適合するた

めの努力期間を含めてある程度の期間が必要だということだと

思っておりますので、以前、同じような質問が出たときに、少

なくとも経過期間については年単位で必要になるであろうとい

うことを申し上げたと思います。 

 これについては、実際に市場区分の選択をしていただいて新

しい市場区分に移行した後、どの程度の企業が新市場区分の上

場基準に達したのか、その割合はどれぐらいなのかということ

を含め、十分に検討した上で決めなければいけないと思ってお

ります。したがって、今の時点で、何年と決めることはできな

いですが、経過を見ながら検討し、当然、上場企業ないしは経

済界、金融庁などとも対話を続けながら、取引所として、しっ

かりと見直しを実現してまいりたいと思っております。経過措

置が永久に続くことは、趣旨を踏まえて適当ではない、という

ことは明確に申し上げておきますが、今、ここで何年というこ

とは、申し上げられないということでございます。 

 

記 者 もう１点、今、市場第一部に上場している企業に対して、当

分の間、現行の基準を適用する一方で、見直し後にプライム市

場に直接上場する場合の企業に対しては、おそらく、プライム

市場の基準が適用されることになると思います。 

 そうすると一時期、ダブルスタンダードみたいな形になるの

ではないでしょうか。その点はどう整合性を考えればよろしい

でしょうか。 

 

清 田 新市場区分が 2022年４月にスタートすると、例えば、新規上

場については、新市場区分の基準である流通株式時価総額 100

億円を基準にすることになり、達していない企業はプライムに

上場できないということになります。それまでの間にも、市場

第一部への上場については、できれば今年の早いうち、予定で

は３月か４月ぐらいから、市場第一部への入り口が時価総額 40

億円、250億円と２つある状況を１つにするという対応に着手で

きればと思っています。今２つに分かれている基準は、時価総

額基準 250 億円に統一して、今までのように、低い基準で入っ

てくることはできなくなるという対応を採るつもりです。 

 新しい基準で上場を目指す企業にとっては、250億円の時価総
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額と流通株式時価総額 100 億円を念頭に置くことになります。

それ以前に上場を目指す企業にとっては、現在は、時価総額 40

億円か 250 億円かという基準がありますが、可及的速やかに、

250 億円以上の時価総額でなければ市場第一部には上場できな

くなるということになるかと思います。 

 

記 者 新しく上場した企業は流通時価総額 100億円を守らなければ、

猶予期間はあるにせよ上場廃止になってしまう。一方で、もと

もと市場第一部にいた企業は、流通時価総額 100 億円に未達で

あっても、ガバナンスなどの基準を満たせば、希望を出せば良

いこととなってしまう。そうすると、新しく上場する企業にと

っては不公平ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

清 田 その点に関して、不公平と感じられるかどうかは、わかりま

せん。通常の時価総額で 250 億円や、流通株式時価総額で 100

億円が厳しいかというのは、その企業によって違ってきますが、

やはりあるべき姿としては、流通株式時価総額 100 億円という

ものが新しい基準で策定されれば、それをクリアできない限り、

プライムには上場できないということになるかと思います。 

 

記 者 東京商品取引所の社長に石崎さんを充てるということで人事

を発表されましたけれども、改めて、石崎さんにどういったこ

とを期待するのかというのと、石崎さんのもとで石油市場がど

うなっていってほしいのかというのを、清田 CEO のお考えを教

えてください。 

 

清 田 石崎氏は、経済産業省でエネルギーや資源等の分野での経験

が豊富で、かつ、人脈もお持ちだということが複数の候補者の

中から石崎氏に絞り込んだ結果につながっているわけですけれ

ども、私たちとしては、TOCOMに残るエネルギー市場を、できる

だけ早く OSE に統合していきたいと思っています。そのために

は、やはり経済産業省の考え方等をよく理解した上で、この

TOCOMの OSEへの統合を推進していく役割を果たせるような人物

が欲しいと。 

 もう一つは、エネルギーに精通しているということは、原油

はもちろん、試験上場している電力先物についても本上場を早
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期に実現できるよう、取引参加者ないしは投資家を拡大してい

くために、そういったキャリアが非常に重要であるということ。 

 そして、３つ目には、経済産業省が長い間目指してきた総合

エネルギー市場について、LNG先物も含めて、JPXの中で総合エ

ネルギー市場を一緒になってつくり上げる、そのためにも石崎

氏の手腕が非常に期待されるということで、石崎氏に社長とし

て来ていただくことにしました。 

 

記 者 経済産業省で言う総合エネルギー市場は、つまり OSE で実現

しようとしているということでいいんでしょうか。 

 

清 田 経済産業省は、総合エネルギー市場はもともと TOCOM で実現

しようとしていたわけです。今回、総合取引所の実現に向けて

金融庁、経済産業省、そして私ども当事者同士が合意に至った

のは、やはり別々にやっていたのでは時間がいくらあっても進

まないということから、政府としても、総合エネルギー市場も

含めてデリバティブ取引所が総合取引所になるべきだという合

意のもとで総合取引所が実現しました。基本的には OSEと TOCOM

は、商品先物取引法と金融商品取引法の２つのルールの下にマ

ーケットがありますので、商先法下にあるエネルギーを金商法

下に持ってくることがなかなか難しいということから、当面、

TOCOMに残るということになっております。しかし、真の意味で

の総合取引所の実現に向け、エネルギー市場も OSE の一部とし

て、発展させていくということを強く働きかけて、早期実現を

図りたいと思っています。そのためにも、石崎氏のフットワー

クと手腕を、非常に大きな期待をして見守っております。 

 

記 者 質問は３点ほどあります。１点目は、流通時価総額について

です。金融審の市場構造専門グループからは、流通時価総額 100

億円という数字が出ており、それを踏襲する形になっています。

これは、どのような根拠でそのままとしたのか、どのような理

由で金融審の提言を踏襲した形になっているのでしょうか。 

 

清 田 流通株式時価総額 100 億円というのは、これは流通株式とい

う定義が法律で決まっているわけではないため、どう考えるか

という問題が残りますが、市場第一部への上場のときには、上
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場株式のうち 35％以上が流通しているということをお願いして

います。この流通株式比率 35％を、はるかに超えて流動してい

る株式もありますが、政策保有、持ち合い、ないしは特定の大

株主が発生するなどして、35％を下回っているような会社もご

ざいます。この流通株式時価総額の 100 億円という基準に関し

ても、同様に、満たしていない会社は一定数ございます。した

がって、流通株式比率 35％、時価総額 250 億円は、平均的に見

れば厳しい基準であると思っておりますが、流通株式時価総額

100億円の基準も、一般的な見方では、厳しくなっていると受け

とめられていると思います。 

 

記 者 経営成績・財政状態のところですが、利益実績は、現行が最

近２年間の利益合計が５億円のはずですが、これが 25億円にな

っています。 

 売り上げ実績のところは、売上高 100 億円以上は一緒だけど

も、時価総額が、こちらも 500 億円だったのが 1,000 億円にな

っている。さらに、財政状態のところは純資産 50億円以上にな

りました。ここら辺、東証の検討において、よりちょっと厳し

くしたのかなというふうにも受けとめられるのですけども、こ

のあたりの基準を設計する背景や議論について、補足をお願い

できないでしょうか。 

 

清 田 この点は、後ほどまた事務局で細かくご説明させていただく

と思いますが、１点だけ補足いたしますと、企業の業績は、短

期的には投資等により利益が出ないケースであっても、企業と

して十分な収益基盤を有している場合もあるということです。

そういったことも念頭に、今回、２つの基準を設けているとい

うことです。 

 

記 者 ３つ目が、先ほどの公平か、不公平かという質問について、

多分、先ほど質問されていた方の意図は、どちらかというと退

出基準のほうが不公平じゃないのかという趣旨にも聞こえまし

た。要は、プライム基準で上場した企業は、それは上場基準イ

コール退出基準なわけですが、経過措置では、差があるわけな

ので、その点について、ダブルスタンダード、不公平感という

ものがあるのではないかと思ったのですけども、その辺はいか
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がでしょうか。 

 

清 田 新しくプライムの基準で上場した企業には、プライムの上場

維持基準が適用されるわけですが、現在、市場第一部に上場し

ており、上場維持基準への適合のための計画をきちんと書いて

ご提出いただいて、基準には達しないけれども、プライムに移

ったという企業についても、経過期間が終われば、プライムに

新規上場してきた企業と全く同じ上場維持基準の適用を受ける

とお考えいただければと思います。経過期間中に関しては、確

かに不公平があるように見えるかもしれませんが、大きな変更

を行うときには、こうした措置に関して、ご理解いただく必要

があることだと考えております。 

 

記 者 プライム市場への移行時、基準を満たさない企業が提出する

計画に関しては、基準を満たすくらいの成長の計画を描けない

企業に関して、選択を認めない可能性もあるのでしょうか。 

 

清 田 あまりにも実現性のないストーリーだけを書いている場合に

は、そのような可能性はあるかもしれませんが、もちろん上場

企業の皆様には、真摯に取り組んでいただけると思っておりま

す。 

 

記 者 ３市場が独立しているものとなるため、別市場に移行する場

合は、一度上場廃止となり、改めて上場基準を満たす必要があ

るとのことですが、この場合、猶予期間はもちろん設定される

とは思うのですが、場合によっては上場廃止となることで、企

業にとって大きなデメリットとなり、投資家にとっても上場廃

止となれば相対でしか取引ができなくなり、大きな影響を及ぼ

すと思います。その点は、市場の成長に向けて必要な対応とい

うことで、理解を求めていくのでしょうか。 

 

清 田 上場廃止となった後の取引に関しては、取引所としてやるべ

きかどうかは別にして、別途検討すべき必要があるということ

は、我々も考えております。 
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 一旦上場すれば、多くの一般投資家が株式を保有することに

なりますので、企業が上場基準を満たさない状況になった場合

に換金手段が全く無くなるということについては、何らかの対

策が必要になるのではないかと思っています。 

 

記 者 もう一点、先ほどのご発言で、上場企業に企業価値向上など

にインセンティブを感じてもらうよう、この見直しを受け取っ

ていただきたいという発言がありました。今回、若干、金融審

議会から出された報告書よりも条件を厳しくしようという方向

で踏み込んだものとも思われるのですが、この点は、やはり市

場の魅力向上のために必要だという、強いご判断があったとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

清 田 もともと、市場構造の在り方等の検討を開始した契機として、

やはり、上場企業として、本当に投資家の評価に耐えられるよ

うな企業に成長していただきたいという気持ちがありましたか

ら、もちろん、経過措置として様々な措置は講じますけれども、

あるべき姿に向けて、そういう考え方を持っているということ

でございます。 

 

記 者 経過措置の期間について、先ほど、企業の状況がある程度見

えてきてから検討するとおっしゃったのですが、それが見えて

くるのはいつ頃になると考えればよろしいでしょうか。 

 

清 田 現時点ではっきりしたことは申し上げられません。上場企業

には来年の年末までを目途に市場の選択をしていただくことに

なりますので、各市場を選択する企業がどれぐらいあるのか、

移行後の状況がどうかなどを見ながら、検討していくことにな

ります。来年の年末以降には、上場企業の市場選択の状況が見

えてきますので、経過措置として必要な期間に関しても、部分

的には見えてくるのではないかと、個人的には期待をしており
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ます。 

 

記 者 今回の骨子について、金融審議会の報告書より若干厳格化し

たという見方がある一方で、もっと基準を引き上げるべきでは

ないか、あるいは、市場第一部を絞り込むべきではないかとい

う意見もあったかと思うのですが、それを期待していた方々か

らすると、そこまでではなかったという見方もあります。清田

CEOとしてどのように評価されるか、教えてください。 

 

清 田 もちろんあるべき姿がそうだからと、割り切って厳しくすれ

ば格好いいのかもしれないですが、やはり現実には、経済活動

を支える上場企業全社に対して、一定の基準でもって上場市場

を選んでいただき、現状の市場から新しい市場区分に移ってい

ただくこととなるので、その現実に即した、実現可能なルール

を作っていくということが今回は重要だと考えております。 

 金融審議会においても、そうしたことが論議になり、報告書

が取りまとめられたものだと理解しています。一部の方々から、

もっと厳しくするべきというお声があるのは承知しております

が、現実には、マイナスの影響を受ける投資家や上場企業が出

てくることも踏まえながら、現実論として、できるベストを選

んだとお考えいただければと思います。 

 

                               

以 上 


