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PTB 香港証券取引所株式公開セミナー 開催

『なぜ PTB 会員が
香港証券取引所に株式公開が出来るのか？』
日時

平成２９年７月２８日（金曜日）15：00～17：00

会場

フクラシア八重洲 A 会議室

開会挨拶

午後３時

横山 和夫 氏

経緯説明

午後３時 10 分

PTB 事務局

PTB 評価員会委員長・公認会計士 元東京理科大学教授

「本年５月１５日香港証券取引所に
Okura Holdings Limited が株式公開するまでの経緯説明」
討論会

午後３時 20 分

今回の Okura Holdings Limited の香港証券取引所における株式公開に

～

関わったＰＴＢ関係者による 「討論会」

午後 5 時

コーディネーター

ＰＴＢ評価委員会委員 田宮 治雄 氏
東京国際大学商学部教授・公認会計士

コメンテイター

ＰＴＢ評価委員会委員 永沢

徹 氏

弁護士（永沢総合法律事務所）
ＰＴＢ有識者懇談会委員 三堀

清 氏

弁護士（三堀法律事務所）
ＰＴＢ評価委員会委員 曾我 貴志 氏
弁護士（曾我法律事務所）
ＰＴＢ評価委員会委員 末川

修 氏

公認会計士（東京さくら監査法人代表）

閉会挨拶

午後５時

ＰＴＢ事務局

１

「開会挨拶」

ＰＴＢ事務局から

ＰＴＢ評価委員会委員長

『Okura Holdings Limited 上場の経緯説明』

公認会計士 横山 和夫 氏

討論会概要
１．ホール企業 3 社が香港上場で求められたもの
(1) 香港上場の主な条件
財務条件、地域性、会計基準、上場適格性
（2）特に問題となりやすい上場条件
① 法令順守
② ３社で問題となった論点
１）三店方式
２）マネーロンダリング
３）パチンコ事業に関する一般的質問
４）パチンコ業界の需要減少及び将来の事業の発展性
５）カジノ法案の動向及びパチンコ業界への影響

２．香港上場で求められるものと PTB 審査との親和性
（1）東証上場基準 到達を目指す「PTB 評価基準」の法務、会計両面でのコンプライアンス、
ガバナンスのレベルが高まることにより、香港上場基準をも充足する効果をもたらす。
（2）三店方式に係る上場審査に組み込まれた PTB 審査

３．株式公開に向けて有益な PTB の活動
（1）三店方式
（2）その他の法務
（3）会計・内部統制

４．その他
～PTB 参加企業の情報共有、経営者同士のつながり等
２

コーディネーター
ＰＴＢ評価委員会委員
公認会計士 田宮 治雄 氏

討 論 会
コメンテイター
ＰＴＢ評価委員会委員
弁護士 曾我 貴志 氏


王蔵さんの上場という事象に触れて思うことは、とりあえず苛酷とも思える短期の目標設定でも、準備が 100%整っているわ
けではなくとも、走り出せば上場できるチャンスがあるというのが香港なのかなということです。ある意味王蔵さんは、ほかの２社
と比べても最小努力で最大効果をあげられているのではないかという気がしますし、これは大手さんでないところでもチャンスが
あるということを示す非常に良い先例となっているのではないかと思っております。



法令遵守及びコーポレートガバナンスの向上を目指した団体としてＰＴＢが紹介されています。いずれの案件の目論見書に
もＰＴＢは登場しています。第三者として、法令遵守、コーポレートガバナンス等の面での評価報告を行うという、独立の段
落を設けて目論見書上ＰＴＢが登場しているわけです。私的な団体であるにもかかわらず、香港ではかなり公的な性格を
与えられている、と言えるかと思います。それはひとえに３社がいずれもＰＴＢの会員であって、ＰＴＢを通じて法令遵守やコ
ーポレートガバナンスの向上を図ってきたということ、そしてそのことが開示されているということによります。ＰＴＢは、非常に広
い範囲でコンプライアンスレベル、ガバナンスレベルを測っているわけですので、一般的評価としてもＰＴＢの基準を満たしてい
るということが、一つのポイントとなってくる。それに加えて、上場審査では「三店方式」が重要なテーマになります。「三店方式」
については、グレーゾーンであって、法律が明確にしているわけでもないし、政府もそれにお墨付きを与えているわけでもない、そ
ういう状況です。そうすると、ＰＴＢのような第三者評価機関があって、そこが評価して問題ないと言っている、ということが一つ
の武器になるということです。逆にＰＴＢに加入していないと、香港ではどうして加入していないのですか？という話にすらなりか
ねないということです。法令遵守、コーポレートガバナンスを遵守するパチンコホール企業であれば、ＰＴＢに加入しているので
はないか、という印象が生じうるところです。

私の方は、法律意見として、ダイナムさん、ニラクさん、そして今回の王蔵さん、いずれに
ついても、このＰＴＢの評価基準に適合していると言えるかどうか、或いは適合してい
ないように見える問題があるとして、それでもやはりこれは、違反はしていない、そういう
切り口から意見書を書かせていただきました。そういう意味では、特にダイナムさんのとき
にＰＴＢのこの評価基準を使って、上場審査をされたということから、いまのところは王
蔵さんに至るまで、それ以外の基準を使って審査された例はないわけですから、このＰ

コメンテイター
ＰＴＢ有識者懇談会委員
弁護士 三堀

ＴＢの基準を使わないで、評価基準に則らないで上場申請をするというのはちょっと考
えられないし、非常な労力を要するであろうということが一般的に言えると思います。

清 氏
３

ダイナムさんは、本当に何から何まで徹底的に改善するのだという号令のもとに相当の
時間と手間と費用をかけて整えた。同社の前例があるからこそ、その後ニラクさんもダイ
ナム方式でかなりキャッチアップできたという側面があろうかと思っています。それを同じよ
うに投資をしないとＩＰＯが出来ないのだとすると、かなりハードルは高いと……、長崎
に飛んでいろいろと話を伺った限りでは、これは大変だなぁと正直思いましたが、ＩＰＯ
というのは、満点を獲らないと合格できない試験ではないわけで、でも合格点というのは
発表されていない。法令遵守体制であるとか内部統制だとか、ある面、抽象的な、どこ
まで行っても完成はない、というようなものをどう第三者に評価してもらうか、というのがす
ごく大事なのかと。そういう点では、この王蔵さんのスピード感というのはすごく目覚ましい
ものがあって…、何から何まで整って完璧を期すというスタイルのＩＰＯ申請ではない
だけに、ある部分、他社にとって参考になりやすい。経営者の意欲、それからそれなりの

コメンテイター
ＰＴＢ評価委員会委員
弁護士 永沢

体制が整えば上場まで行くことは決して遠い道のりではない、ということを、実例をもって
示していただいたというのが非常に意義のあることだと思っています。

徹 氏

日本と海外の上場に関しては、「内部統制」の捉え方がちょっと違うように思います。

コメンテイター

日本では内部統制の監査報告書というのを監査法人から入手しなくてはいけませ

ＰＴＢ評価委員会委員

ん。……大きな法人だと何十億円もお金をかけて整備したというところですが、香港に

公認会計士 末川

修 氏

関してはそれがないということです。これは本当に一つの大きなメリットなのかと思いま
す。ただ、その代わり、その内部統制を無視してはいけない。内部統制がないと正しい
数字が表れてこないわけですから、内部統制の評価のひとつの判断基準としてＰＴ
Ｂの評価基準があると言うふうにご理解いただけるといいと思います。ＰＴＢの評価
基準は、上場のための基準ではありますが、法人作りのための基準ということで、一つ
の指針としてご利用いただければと思っています。

出席状況
出席者内訳

出席者数

パチンコホール企業

１１社

国会議員（含秘書）

16

名

4

名

金融機関（銀行、リース会社）、監査法人

６社

7

名

報道（業界誌、金融業界誌）

９社

11

名

パチンコメーカー、周辺企業

３社

5

名

PTB 社員会社

６社

17

名

60

名

４

アンケート集計結果
Ｑ１ お役に立ちましたか？
１．とても役に立った

11 名

２．役に立った

13 名

３．あまり役に立たなかった

2 名

４．全く役に立たなかった

0 名

Ｑ２ どの部分が役に立ちましたか？あるいは、印象に残りましたか？（複数回答）
１．Okura Holdings Limited の株式公開の経緯

11 名

２．ホール企業３社が香港上場で求められたもの

18 名

３．香港上場で求められるものと PTB 審査との親和性

9 名

４．株式公開に向けて有益な PTB の活動

6 名

５．その他「具体的に」

0 名

Ｑ３ 今回の株式公開セミナーへのご意見、ご感想
肝心の上場目的が語られていない。「経緯」では当たり前は知名度等語られたが、発行市場のことのみで（エクイテ
ィ）、流通市場については何も説明されていない。香港での営業は何なのか？株式が頻繁に売買されるのか？目的は
他にあるのではないか。その辺を聞きたかったです。
王蔵さんからも直接お話を聞きたかった。
小さい規模の会社が上場した後、上場を維持する経費が大きいためメリットがあるのか疑問
上場審査の具体的ニュアンスがある程度理解できました。
ありがとうございました。
IPO についての具体的な難所と、どう乗り越えたのかがあると良かった（個別の企業の話なので守秘義務があるのは理
解しています）。
大企業でない企業でも上場できたという実績がわかった。
特に 100％を目指すのではなく、一定基準で OK というのがおもしろかった。
とても有益な情報を知ることができました。
パチンコ業界の現状、PTB の取組み内容がよくわかりました。今後の銀行業務に参考にさせていただきます。ありがとうご
ざいました。
国内市場と香港市場の適応基準の差、要件等の違いが明確にきくことができてよかった。
オークラホールディングスの場合、調達金額と投資効果、今後の維持コストとのバランスが、上場した先行２社と多少異
なるように思います。それでも上場したかった、しかも早期にしたかった、というオークラホールディングス社の考えをもっと知り
たかったです。要は上場はゴールではないはずで、そこから先、上場によって何を目指していくのか。そこが伺えなかったのが
少し残念でした。
わかりやすかった。当事者のコメント（大変だったこと、特に“予想外だったこと”について）を得られればよかった。
王蔵、香川さんの苦労はすごかったと思いました。
100 点とらなくても上場できる点、
登壇者の方々のチームワークがとても良かった。
上場方法により、各社が上場するに至った経緯等が知りたかった。
大変貴重なお話しを聞かせていただき、ありがとうございました。

アンケートにご協力いただきありがとうございました。
５

★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第 10 回）

「TG-17 ストレスチェック・メンタルヘルスケア」
PTB の評価基準は、現在（2017 年 8 月）、10 分野 98 項目から構成され、企業経営にとって基本となる財務・
非財務の項目で評価する仕組みとなっています。これまで 9 回に渡り、一つの項目を取り上げて、その評価基準を掘り下げ、
調査対象会社はその格付けを上げるために、具体的にどう取り組んでいるのかを解り易く解説してきました。
第 10 回目は、「法令遵守（労働法）」分野の「TG-17 ストレスチェック・メンタルヘルスケア」を取り上げます。
番号

目的

調査項目

ストレス
従業員に対してストレス
チェック・
TG17
チェック・メンタルヘルスケアを
メンタル
行っているか。
ヘルスケア

基準に対する解説
1．法の定める対象事業場（常時50人以上の労働者を使用する事業場。以下「法定事業場」という）において対象労働者に対するストレスチェックを実施してい
る。法定事業場のない会社についてはストレスチェックに準ずるセルフケア支援のための何らかの取組を実施している。
2．法定事業場においては、ストレスチェックに関する制度の実施を社内規程で定め、その内容が従業員に周知され、イントラネットなどで対象労働者に受検勧奨して
いることが客観的に確認できる。法定事業場のない会社においては、基準1の取組を継続的に実施している。
3．法定事業場においては、ストレスチェック等の結果に基づき、医師による面接指導・意見聴取・就業上の措置・実施状況の監督官庁への届出が行われている。
法定事業場のない会社においては基準２の措置の内容について定期的に内容を点検し、必要に応じて見直しを行っている。
4．法定事業場においては、職場ごとの集団分析が行われているととともに、その結果に基づく職場環境改善のための取組が行われている。法定事業場のない会社
においても、職場面談などの職場環境の把握とその改善のための何らかの取組を行っている。
5．基準（4）までの措置が全ての事業場の全ての従業員を対象として継続的に実施されているほか（但し、法定事業場のない会社における監督官庁への届出は
除く）、メンタルヘルスケアに関する相談窓口が設置・周知されたり、ラインケアに必要な教育研修を実施するなど職場環境の把握とその改善のための取組が行われて
いる。

労働法に関わる評価基準は 21 項目ありますが、過去にこの「評価基準解説」でも既に２項目を取り上げており、今回
は３項目目となります。この「TG-17 ストレスチェック・メンタルヘルスケア」は、厚生労働省が労働安全衛生法の改正
として、平成２６年（2014 年）６月２５日に公布されたもののひとつで、「ストレスチェック及び面接指導の実施」とし
て、「常時使用する労働者に対して医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェッ
ク）の実施を事業者に義務付け（労働者５０人未満の事業場については、当面の間は努力義務）、検査の結果、一
定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。」とし
ています。この改正は、平成 27 年（2015 年）12 月１日施行されましたが、こうした行政の流れに対応するため、平成
28 年（2016 年）夏の PTB 評価基準見直しの際、この「TG17」の項目を新たに追加し、第９回「PTB 評価調査」か
ら調査項目として評価調査を実施しています。
この改正の目的は、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実させるためであり、労働者のメンタルヘルス不調の未
然防止、自身のストレスへの気づきを促す、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることを狙いとしています。
社員会社各社では、まだ取り組みを始めたばかりでもあり、法定の事業場のある企業、当該事業場のない企業では、
取り組みの態勢構築や従業員への周知方法等で差があり、第９回の評価調査でも、「基準３」以上を獲得した企業が
ある反面、まだ「１」や「2」の評価に留まる企業もあり、各社の取り組みもこれから本格的にやっていく、といったところです。
働く人々の健康がこれまで以上に重視される時代となっている昨今、大手、中小など企業の規模に関わらず、こうした仕
組みを確立して、きちんと運用していくことが、結果として企業をより強くしていくことに繋がっていくのではないでしょうか。
「健康経営」という言葉が経済誌などでも取り上げられ、人手不足の問題と共に働き方改革や育児休暇、介護休暇、
残業時間の短縮など、いま、働く人の健康問題は注目されています。この項目のなかでも、メンタルヘルスケアのことにも触
れています。こうした働く人々の心の問題にも関わってくることは、プライバシー問題とも言えるので、慎重な対応が必要です
が、企業経営の柔軟性が大切になる、ということではないでしょうか。

６

PTB について
会 員 の株 式 公 開 の実 現 を支 援 する事 業
ＰＴＢ評価委員会は、ＰＴＢ評価調査を希望するパチンコホール経営企業に対して、毎年１回リスク管理と企業統治の
観点から、その経営状況・営業全般を、財務・非財務の両面から、内部統制の考え方つまり企業内の組織・制度・規則等が
仕組みとして確立され文書として記録が整備されているか、を厳格に調査・格付けし、改善を促していきます。

ＰＴＢ定款（抜粋）
第３条（目的）
本会は、パチンコホール経営企業が、業務の適正化・健全化を図ることによって、広く社会からの信頼を得ることを目的とし
て、社員相互に協力する会であり、その目的に資するため、次に掲げる事業を行う。
（１）パチンコホール経営企業その他遊技業界関係者以外の第三者によって評価委員会を設け、パチンコホール経営に
おけるコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを第三者の立場から厳格に評価し、もって社員が広く社会に発展して
いくことを促し、かつ、社員が株式会社である場合には、その株式公開の実現を支援する事業。
（２）有識者懇談会を設け、パチンコホール経営企業その他遊技業界が広く社会からの信頼を得るために必要な提案を
広く社会に発表し、もって遊技業界の改善・改革を促す事業。
（３）前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。

ＰＴＢ入社のご案内
１. ＰＴＢの目的
・ パチンコホール業界の社会的認知を高め業界全体の向上を目指します。
・ PTB 評価調査を継続的に受けることを通じてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの改善を目指し、PTB 評価・格付けを致します。
・ 会員企業が株式会社である場合には、その株式公開の実現を支援致します。

2. 入社資格
ＰＴＢの目的に賛同し、パチンコ産業全体の社会的認知を高めるために行動するパチンコホール経営企業であればご参加いただけま
す（ＰＴＢ社員規程第２条）。また、株式公開を目指すパチンコホール経営企業も是非ご参加ください。

3. 社員会社の権利
①評価調査を受ける権利
②社員総会の議決権
③PTB 各組織（評価委員会,有識者懇談会等）へのオブザーバー参加と会議議事録の入手
④専門委員会等の研究結果の入手
⑤本会主催のセミナーへの参加
⑥本会が配布する書籍等の入手

4. 入社に伴う費用
【入会金】 不要
【基 金】 100 万円以上
【年会費】 5,000,000 円
※社員総会における議決権票数は基金の拠出額に応じて変動します。
基金拠出額 100 万円から 200 万円までを議決権 1 票とし、200 万円を超え 400 万円まで 2 票、400 万円を超え 600 万
円まで 3 票、600 万円を超え 800 万円まで 4 票、800 万円を超える場合は 5 票となります。

5. 評価調査 原則 年 1 回実施
6．評価調査費用 個社負担（約 500 万円/1 回につき）
７

