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記者会見要旨

日      時：2020 年 7 月 29 日（水） 15：30～16：20

場      所：東証ホール

会 見 者：取締役兼代表執行役グループ CEO 清 田  瞭

清 田 本日は、２点、私からご説明をさせて頂きます。

はじめに、2020 年度第１四半期決算について、ご説明いたし

ます。

お手元の決算短信と、決算概要をまとめた参考資料を、適宜、

ご覧いただければと思います。

当第１四半期の「営業収益」については、現物や金融デリバ

ティブの出来高が前年同期を上回ったことなどから、前年同期

比 35 億円増（+12.4％）の 326 億円となりました。

一方、「営業費用」については、2019 年 10 月に子会社化した

東京商品取引所の費用を連結業績に反映した影響に加え、新型

コロナウイルス感染拡大の中でも安定的な市場運営を継続す

るための対応策を講じたことにより、前年同期比 15 億円増

（+11.7％）の 152 億円となりました。

この結果、損益については、営業利益は、前年同期比 21 億

円増（+13.0％）の 183 億円 、四半期利益（親会社の所有帰属

分）は 13 億円増（+12.8％）の 120 億円となりました。

また、公表しております業績予想に対しては、概ね想定の範

囲内で進捗しています。

なお、決算の詳細につきましては、のちほど、事務局にご確

認いただければと思います。

続きまして、「資本市場を通じた資金供給機能向上のための

上場制度の見直し」について、ご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大が、企業活動や企業業績に
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多大な影響を与える中、我が国経済の早期回復及びその後の持

続的成長に向けて、企業への資金供給機能の向上を図ることが

喫緊の課題と考えられます。

本年２月に、東京証券取引所では、２０２２年４月に予定し

ている市場区分の再編に向けた骨子を公表しているところで

すが、その骨子に基づく制度改正の第一弾として、新規上場基

準などの改正を行い、新規上場の円滑化や上場後における中長

期的な企業価値向上の促進などの環境整備を図ります。

あわせて、財務状況に不安を抱える上場会社の資本政策・経

営戦略の柔軟性を高める観点から、債務超過に係る上場廃止基

準の見直しを行うなど、所要の制度整備を行うこととします。

市場区分の再編に向けたその他の制度改正につきましては、

引き続き、関係各方面との調整を進め、年内にはその内容をお

示ししたいと考えています。

なお、こちらにつきましても、今般の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。

記 者 27 日に本格的に始動した総合取引所について、スタートして

みての稼働状況と今後の課題等をお聞かせいただければと思い

ます。

清 田 今週月曜日に主要な商品の中で、東京商品取引所にあったエ

ネルギー関連を除いた商品を大阪取引所に移管し、十数年来取

り組んできた総合取引所の形が一応整いました。現在のところ、

システム面、取引参加者等の加入及び取引につきましても順調

にスタートできました。

この商品移管に併せて、東京商品取引所の清算部門でありま

した JCCH を JSCC に統合したところでございます。

初日の 27日につきましては、この商品移管のために４連休前

の夜間取引を行いませんでしたので、日中取引だけの数字で見

ますと、この１－３月ぐらいの日中場の平均取引高と比べて高

い出来高になっているということ、昨日は、さらに大きな出来
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高ができて、夜間取引も含めて、今年度一番の出来高になって

いるということですので、順調なスタートをしたと思います。

緊急事態宣言や厳しい市場環境、特に原油市場を含めて、商

品のマーケットもかなり荒れた時期の中で、TOCOM の取引参加者

も含めて、今回の市場の商品移管につきまして、皆様の御協力

を得られたことに、感謝を申し上げたいと思います。

また、今後の課題としては、金融系のオーダーフローを取り

込んで、商品デリバティブと金融デリバティブとの間の一体的

な取引運用が行われるよう、皆様方にいろいろな形で御意見を

伺いながら取り組んでまいりたいと思います。

今回の商品移管を通じて、証券会社にも商品デリバティブの

取引を始めていただくことができましたし、商品デリバティブ

の市場参加者のうち８社が大阪取引所の市場参加者になり、金

融商品取引法上の取引参加者ということで参入いただいており

ます。今回は従来の商品、制度、その他をほぼ踏襲して大阪取

引所に移しましたが、今後、皆様の御意見によって、いいアイ

デア等があれば、商品設計も含めて、一緒に取り組み、総合取

引所として、まだ実力は世界 17位という非常に厳しい地位にあ

るものを、何とか世界の中でも東京証券取引所と同じような位

置づけに見られるような時代が、時間はかかると思いますが、

来るように努力してまいりたいと思っております。

記 者 本日公表した市場区分再編に係る第一次制度改正事項は、も

ともと３月にスタートしようとしていたものがこのタイミング

になったわけですが、改めて前に進んだことに対する御所感を

お伺いしたいのが１点目です。２点目はコロナの感染が拡大し

ている中で、大枠のスケジュールは維持すると、この資料にも

書いてありますが、今後、この市場再編に与え得る影響をどの

ように考えていらっしゃるのか教えてください。

清 田 今回公表した、市場区分の再編に向けた第一次制度改正事項

は、３月に制度改正のためのパブリック・コメントを開始のう

え、７月を目途に施行する予定でしたが、新型コロナウイルス

感染症への対応のため、これらの手続きを一旦延期していたと

いうことでございます。もっとも、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大は終息しておらず、再び拡大しているとも言えます
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が、新たな働き方や生活様式が始まる中で、進めていくべき市

場構造の改革の第１弾として、本日公表させていただいた次第

です。

改正の内容は、基本的には、すでに本年２月の骨子で公表し

ているとおりです。例えば、マザーズや市場第二部から市場第

一部に移行する場合は時価総額４０億円以上、市場第一部への

直接上場ないしはＪＡＳＤＡＱ経由の市場変更の場合は時価総

額２５０億円以上が必要といった、この基準の違いを、できれ

ば一刻も早く統一すべきだということで見直しを行っています。

また、あわせて、債務超過の上場廃止基準等につきましても改

正を行う予定です。これらについて、市場関係者の皆様方から

パブリック・コメントを通じて御意見を頂きたいと思っていま

す。パブリック・コメント期間は、９月１１日までと少し長め

に取らせていただいておりますが、御意見を頂いたうえで、１

１月１日に施行したいと考えています。

２番目の御質問の、この新型コロナウイルス感染症による大

きな社会変化が市場構造改革全体にどのような影響があるかと

いうことについては、今回の見直しの手続きが４か月程度遅れ

たということが１つの大きな影響ですが、市場区分の再編を予

定している２０２２年４月１日までにはまだ時間がありますの

で、その範囲内で、第一次実施事項が少し遅れたということで

ございます。

現状、全体のスケジュールそのものは変えない予定でおりま

すので、来年６月を新しい基準に基づく市場選択の基準日とし

たうえで、上場会社の皆様には、来年中に新しい市場区分を選

んでいただきます。従前からお話しているように、現在、市場

第一部の上場会社は、新しいプライム市場の基準に適合してい

なくても、いわゆる改善に向けた計画等をご提出いただければ

プライム市場を選んでいただくという手続で、２０２２年４月

１日に新しい市場区分に移行する想定です。この大きなスケジ

ュールや枠組みは変わっておりません。

ただ、新型コロナウイルス感染症の影響は、本当に先行きが

分からない状況です。再び緊急事態宣言などの対応がとられる

のかどうかなど、現時点では見通せないことも多いですが、現

時点の状況では、先ほど申し上げましたスケジュールは動かさ

ずに進めていけると期待しているところです。
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記 者 東芝に関してお願いします。４月３日に一部指定の申請をし

て、もう３か月ぐらいになろうとしていますが、まだ一部に指

定されておりません。子会社で循環取引などが発生するなど、

なかなか審査が大変なのではないかと思いますが、状況はどう

なのか、これが１点目です。

２点目は、ＪＤＩで同じような不正が発覚しているわけです

けれども、特設注意市場銘柄には指定されていません。どう考

えればよいでしょうか。

３点目は、この取引所の対応について、上場会社にとっては

こうしたことを行っても上場廃止にならないということで、な

かなか不正が後を絶たないという状況にあると思うのですが、

清田さんはどう考えておられるのか。市場開設者として危機感

はないのかという点です。

清 田 東芝の件につきましては、御指摘のように、一部指定の申請

を行ったということでして、上場審査を担当している自主規制

法人で審査をしているということです。ＪＰＸの子会社である

とはいえ、独立した機関として審査を行ってございますので、

自主規制法人での検討の内容については、私も承知しておりま

せん。関連会社における循環取引の問題等が上場審査にどう影

響するのかという点についても同様です。

また、ＪＤＩに関する御質問ですが、先日、改善報告書と上場

契約違約金の徴求を行っており、昨日、改善報告書をご提出いた

だきました。今後の改善の状況についてモニタリングを行い、６

か月後に改善状況報告書をご提出いただくことになっておりま

す。具体的な措置に関する事項については、先ほどの件と同様に

自主規制法人に委ねており、私から申し上げることはございませ

ん。

なお、上場企業において不正行為が頻発しているのではないか

という御指摘もございましたが、確かに色々なところで不正が表

面化してきているという状況かとも思います。ただ、新しく不正

が行われ始めたのではなく、何年も前から続いていた不正が発覚

したという面も強いのではないかと思います。きっかけは様々か

とは思いますが、一つには、コーポレートガバナンス・コードを

２０１５年６月に導入した後、発覚が続いているという意味では、
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ガバナンスコードによって、コンプライアンス意識が経営者だけ

ではなくて社員にも行き届いてきた結果、内部告発等により表に

出てきていると面もあるのではないでしょうか。隠して、隠して、

というカルチャーが変わってきたということではないかと思い

ます。

御指摘のように、不正行為が表に出ているときに、上場企業が

投資家の信頼を得るためには、社内で幾つもの問題を抱えている

のであれば、とにかく決して隠さずに、積極的に表に出して処理

していただくということが、非常に大事になるのではないかと思

っております。

記 者 JPX 自身のコロナ対応についての御評価等を伺いたいのです

が、先日西村経済再生担当大臣が、テレワーク率 70％を目指す

よう依頼する考えをおっしゃっていました。これに対してどの

ようにお考えになっているか。４月以降、緊急事態宣言が発令

され、グループで取り組んできたこと、それに対する御評価を

いただければと思います。

また、テレワークを実施する中で見えてきた課題など、今後

の改善点などのお考えがあれば教えてください。

清 田 このコロナ禍において、企業として、そして取引所というイ

ンフラを預かる者としてどういう対応をすべきかということに

ついては、極めて強い危機感を持って取り組んでまいりました。

当社は、緊急事態宣言が発令される前から、在宅勤務とテレワ

ークの導入は積極的に進めておりました。また、現在、関西バ

ックアップセンターを構築中で、自然災害である首都直下型地

震等の場合であっても取引所の基本的な市場機能を維持するた

めの対応を進めておりますが、在宅勤務やテレワークを、必要

な場合には実施しようということで準備していたところに今回

の件が起きたので、比較的スムーズにいわゆる出社を自粛する

という形での業務を実行できました。

ただ、当社には、どうしても続けなければいけない、出社し

なければいけない業務が、大きく分けて３つございます。

1つ目は、取引所の機能のほとんどは、根本的にはシステムで

動いているため、システムの安定的運営を行うための運用、保

守のメンバーが携わる業務。２つ目は、マーケットがいろんな
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意味でコロナ禍により揺れ動いていても、瞬間的には原油がマ

イナスになったりするようなこともあるわけですから、そうい

ったときに不公正や不正な取引等が発生しないように、ないし

は、いわゆる思いもかけないトラブルが起きないようマーケッ

ト状況を監視する市場管理業務。そして３つ目は、取引後の清

算を正常に行う業務です。したがって、これらの市場運営等に

直結する業務の部門については、ある程度の人数は出社させな

ければいけません。しかし、社員数全体では、それ以外の部門

の人数が多いため、市場運営等に直結する業務以外の部門の社

員には積極的にテレワークを推進し、各部門を 2 チームにし、

執務場所を分けることで、一方のチームが感染した場合でも業

務継続ができるよう業務遂行体制の複数チャネル化といったバ

ックアップ体制の構築に取り組んでいます。

また、不要不急の業務や、不要ではないけれども、不急な業

務は実施時期を後ろに変更することも行っています。

それから、サイバーセキュリティーに関しても、このコロナ

の前から取り組むべき課題として、既にシンクライアント端末

の導入を行っていましたので、社員にはシンクライアント端末

を使って在宅で業務をやってもらっています。

また、ZOOM などの web 会議ツールの導入も積極的に推進して

います。

ただ、それでも通勤により出社する社員が何百人かいるため、

通勤途上の感染リスクはかなり警戒をして、時差通勤の推奨し

ており、例えば、どうしても寄り付き前から来なければいけな

い社員は、今までなら８時に来ていた人は６時や７時に出社す

る、または、少し遅れて 10 時や 11 時に出社するといった対応

です。また、通勤時の感染予防策として、自転車通勤を認め、

場合によっては、感染の予防のためにタクシー利用や近隣のホ

テル宿泊も容認しております。

さらに、エレベーターの中にも、アルコール消毒の機器を設

置し、誰か１人でも感染すると、重要な業務が止まるかもしれ

ないということを常に考えています。

記 者 この数か月の間、コロナへの対策を講じてこられた中で、何

か改善したほうがいいなという点について、お話等がありまし

たらお願いします。
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清 田 コロナをはじめとしたリスク対応については、今申し上げた

ようなことをいろいろやっていまして、エレベーターホールに

も、今度、通行のためのセキュリティーゲートを導入する予定

です。また、今は休止していますが、取引所見学等が始まった

場合にも、健康管理が重要で、例えば、体温の測定や消毒のた

めの機器のセットなど、徹底した予防策のための手を打ってお

ります。

もう一つ、直近、コロナではないですけれども、豪雨が降っ

ています。あのような洪水を見ると、今までの常識を超えてお

り、河川の堤防が決壊したときのリスクに備え、そういった水

害リスクが顕在化しても、少なくとも市場は正常に動くという

ようなことをいろいろ考えなければいけないと改めて思ってい

るところです。

                               

以 上


