
 

 

 

 

平成 25 年 5 月 14 日 

 

株式会社 日本取引所グループ 

株 式 会 社  日 本 経 済 新 聞 社 

 

新指数共同開発の合意に関するお知らせ 

 

株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（「JPX グループ」）と株式会社日本経済

新聞社（「日経」）は、東京と大阪の株式市場の統合を機に日本の証券市場の更なる発展や活力向上に

資することを目的とした、新たな株価指数の共同開発を進めていくことで合意いたしました。 

日本株市場の代表的な株価指数である「東証株価指数（TOPIX）」と「日経平均株価」をそれぞれ算出す

る JPX グループと日経の両社は、「投資魅力の高い日本企業を内外にアピールする」という共通認識のも

と、各々が培ってきた指数開発・運営に関するノウハウなど両社の強みを融合させて、新たな指数の開発

に取り組むことで一致しました。 

新指数は JPX グループ傘下で統合予定の現物株市場（現在の東証１部、東証２部、東証マザーズ、大

証１部、大証２部及び JASDAQ）に上場する企業を対象に、資本の効率的活用や持続的な企業価値向上

に資する経営の観点のほか、グローバルな投資基準に求められる定性的要素など、幅広い観点からの

分析を踏まえて、銘柄選定や算出のルールを練り上げていく方針です。 

今後、JPX グループと日経は、市場関係者のご意見も参考にしながら、現物株市場の統合時期（本年７

月予定）を目途に新指数の骨子を固めたうえで、年内の算出開始を目標として、新指数の開発に共同して

取り組んでまいります。 

 

【お問合わせ】 

 

 

 

 

 

以 上 

株式会社 日本経済新聞社 

経営企画室 広報グループ 

電話： 03-3270-0251 

Email： index@nex.nikkei.co.jp 

株式会社 日本取引所グループ 

広報・IR 部 

電話： 03-3666-1361 

Email： index@tse.or.jp 



 
 
 

 
 

May 14, 2013 
Japan Exchange Group, Inc. 

Nikkei Inc. 
 

JPX Group and Nikkei Agree on Joint Development of New Index 
 

Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc. (JPX Group) and Nikkei Inc. (Nikkei) have 

agreed to jointly develop a new stock price index for the purpose of contributing to the further development 

and vitality of the Japanese securities market on the occasion of the merger of the Tokyo and Osaka equity 

markets. 

JPX Group and Nikkei are the respective publishers of the Tokyo Stock Price Index (TOPIX) and Nikkei 

225 - the main indices representing the Japanese stock market.  The two companies have now agreed to 

combine their respective index development skills, maintenance know-how and other strengths to launch a 

new index with the common goal of promoting Japanese companies with high investment appeal at home 

and abroad. 

The index will be comprised of companies listed on the cash equity markets slated to be combined within 

JPX Group (i.e. the current TSE 1st section, TSE 2nd section, TSE Mothers, OSE 1st section, OSE 2nd section 

and JASDAQ markets).  Constituent selection and calculation rules will be developed using a holistic 

corporate analysis approach, including a focus on efficient capital usage and sustainable corporate value 

creation as well as qualitative elements that meet the standards of global investors.   

While keeping in close consultation with market participants, JPX Group and Nikkei aim to present a 

framework for the new index around the time of the integration of the equity markets (scheduled for July of 

this year) with the goal of launching the new index before the end of the year.   

 
Contact: 
Japan Exchange Group, Inc.  Nikkei Inc. 
Corporate Communications Corporate Planning Office 
Tel: 03-3666-1361 Tel: 03-3270-0251 
E-mail: index@tse.or.jp       E-mail: index@nex.nikkei.co.jp 
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