
開催日時（場所） プログラム

第３回TOKYO PRO Market上場会社合同IR説明会

14：00-14：05　主催者挨拶

14：05-14：25　WBFリゾート沖縄株式会社（6179）

　　　　　　　　　　代表取締役　兼城　賢成様

14：30-14：50　株式会社スズキ太陽技術（1432）

　　　　　　　　　　代表取締役　鈴木　竜宏様

14：55-15：15　株式会社デンタス（6174）

　　　　　　　　　　代表取締役　島　文男様

15：15-15：35　＜　休憩・名刺交換　＞

15：35-15：55　株式会社トライアンフコーポレーション（3651）（11/25上場予定）

　　　　　　　　　　代表取締役　小澤　勝様

16：00-16：20　株式会社イー・カムトゥルー（3693）

　　　　　　　　　　代表取締役　上田　正巳様

主催：株式会社東京証券取引所

事業承継＆ＩＰＯセミナー

14：30 ： 受付開始

15：00～15：05 ： 挨拶

15：05～15：45 ： 講演　「事業承継の戦略的な進め方～もめない事業承継～」

　大和証券株式会社　ウェルネスマネジメント部　次長　西川　芳和

15：45～16：25 ： 税務面から見た事業承継とＩＰＯ

デロイトトーマツ税理士法人　マネージャー　森　一真

16：25～16：35 ： 休憩

16：35～17：15 ： 講演　「上場の力で日本を元気に～東証市場のご案内～」

　株式会社東京証券取引所　執行役員　小沼　泰之

17：15～17：30 ： 「名古屋証券取引所の最近の取り組みについて」

　株式会社名古屋証券取引所　執行役員　鈴木　武久

17：30～17：35 ： 挨拶

17：35～18：00 ： ビジネス交流会

主催：有限責任監査法人トーマツ、大和証券株式会社

後援：株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、株式会社三重銀行、株式会社三重銀総研

創業・IPOセミナー in 金沢

開会挨拶・講演１ 14：00～14：40

　　講師 株式会社北國銀行 代表取締役専務 杖村 修司

　　「石川経済の展望とベンチャー企業の役割」

講演２ 14：40～15：20

　　講師 株式会社東京証券取引所 執行役員 村田 雅幸

　　「ＩＰＯの力で地域活性化」

休憩 15：20～15：30

講演３ 15：30～16：30

　　講師 アイ・ケイ・ケイ株式会社 代表取締役社長 金子 和斗志様

　　上場体験談「アイ・ケイ・ケイ創業から株式公開、そして東証一部上場までの軌跡」

名刺交換・個別質問 16：30～17：00

主催：株式会社東京証券取引所、株式会社北國銀行 

IPOセミナーin大阪

15：00～15：05 ： 開催挨拶

　　　大阪府商工労働部長　津組　修　　　

15：05～16：05 : 特別講演「株式上場までの体験談」

　　　　　　　　 　　 株式会社ナガオカ　代表取締役社長　三村　等様

16：05～16：30： 説明「最近の上場事例と上場審査のポイント」

　　　　　　　　　　　　東京証券取引所　上場推進部担当者

16：30～17：00： 説明「ＩＰＯに向けた経営支援について」

　　　　　　　　　　　　中小企業基盤整備機構近畿本部　担当者

2015 年12月18日（東京）

2015 年12月4日（名古屋）

2015年11月25日（金沢）

2015年11月19日（大阪）



開催日時（場所） プログラム

　　　　　　　　　　　説明「大阪府ベンチャー企業成長プロジェクトの概要」

　　　　　　　　　　　　大阪府　商工労働部担当者

主催：大阪商工会議所、大阪府、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部、株式会社東京証券取引所

「IPOセミナー2015」～IPO新時代の到来に向けて～

14：00　： 受付開始

14：30～14：35　： 挨拶

14：35～15：45　： 講演　「東証1部上場企業への歩みとこれからの成長」

　　株式会社ネクステージ　代表取締役社長CEO　広田靖治様

　　株式会社ネクステージ　取締役管理部長CFO　安藤弘志様

15：45～15：55　： 休憩

15：55～16：00　： 挨拶

16：00～16：35　： 講演　「コーポレートガバナンス・コードの概要と最近の上場審査の動向」

　　株式会社東京証券取引所　上場推進部担当者

16：35～16：55　： 「名古屋証券取引所市場のご紹介」

　　株式会社名古屋証券取引所　　執行役員　　鈴木武久様

16：55～17：00　： 挨拶

主催：有限責任あずさ監査法人、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、野村證券株式会社

後援：株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所

株式公開（IPO）セミナー in 川崎

14：00 ： 受付開始

14：30 ：開会のご挨拶

14：40～15：20　：講演　「上場の力で日本を元気に　～東証市場のご案内～」

　株式会社東京証券取引所　執行役員 上場推進担当　村田　雅幸

15：20～16：20 ：講演　「（表題　未定）」

　株式会社日本動物高度医療センター　代表取締役社長　平尾 秀博様

16：30～17：30 ：「ビジネスプラン発表会・パネルディスカッション」

【ビジネスプラン発表】

　ベンチャー企業２社

【モデレーター】

　株式会社タスク（宝印刷グループ）　代表取締役　竹山　徹弥

　新日本有限責任監査法人　横浜事務所　公認会計士　黒石　健一

17：30～19：00 ：「情報交換・交流会」

主催：川崎市産業振興財団、新日本有限責任監査法人、宝印刷株式会社、株式会社東京証券取引所

株式公開のすすめ ～さらなる成長のために

13：10 ：受付開始

13：30 ： 開会

13：40～14：30 ：　講演１「東証への上場のご案内」

　株式会社東京証券取引所　上場推進部　課長　橋本 梢

14：30～15：20 ：　講演２「なぜ上場されないのですか？」

　シュッピン株式会社　代表取締役社長　鈴木 慶 様

15：20～15：30 ：　休　憩

15：30～16：20 ：　講演３「最近のＩＰＯ準備のポイント～変化しつつある実質審査」

　有限責任あずさ監査法人　企業成長支援本部　パートナー/公認会計士　杉山 勝様

16：20～16：30 ： 名刺交換等

16：30 ： 閉会

共催：埼玉県経営者協会、野村證券株式会社、有限責任あずさ監査法人、株式会社東京証券取引所 

IPOセミナーin 富山 ～株式上場で更なる飛躍を～

14：00～14：10

開会のご挨拶

　株式会社北陸銀行法人・公共営業部長　深井 真人様

14：10～14：40

IPOを活用して地域活性化へ　～ 東証市場のご案内～

2015年9月24日（川崎）

2015年9月18日（埼玉）

2015年10月14日（名古屋）



開催日時（場所） プログラム

　株式会社東京証券取引所執行役員 　村田 雅幸

14：40～15：30

上場に向けたコンプライアンス経営のポイント

　TMI総合法律事務所 パートナー 　大井 哲也様

　あずさ監査法人 パートナー 　杉山 勝様

15：30～16：00

Coffee Break & 質疑応答

16：00～17：00

「My Company」から「Your Company」へ

　コーセル株式会社創業者　 飴 久晴　様

17：00～17：10

閉会のご挨拶

　あずさ監査法人北陸事務所長　 土肥 真　様

主催：株式会社東京証券取引所、有限責任あずさ監査法人、共催：株式会社北陸銀行

東陽監査法人　IPOセミナーのご案内

第1部 13：30 ～14：20

　最近のIPO企業の特徴と傾向について

　　株式会社東京証券取引所　上場推進部　審議役　及川 清

第2部 14：30 ～15：30

　上場体験談

　　株式会社リンクバル　代表取締役社長　吉弘 和正様

第3部 15：40 ～16：40

　ベンチャーキャピタルからの資金調達に向けて

　　ニッセイ・キャピタル株式会社　投資部長　竒二 正英様

最後に 16：40 ～16：45

　ご挨拶

　　東陽監査法人　理事長　小林 伸行様

主催：東陽監査法人、協賛：株式会社東京証券取引所

再生医療ベンチャー企業IPOセミナー ～日本のマーケットから世界の医療にイノベーションを巻き起こす～

13:00～13:10

　開会の挨拶

　　あずさ監査法人　企業成長支援本部　パートナー　杉山勝様

13:10～13:55

　基調講演　今後の日本における再生医療ビジネスの展望

　　一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム 代表理事・会長

　　富士フイルム株式会社 取締役 常務執行役員　戸田 雄三様

13:55～14:15

　バイオテック企業を取り巻くIPOの動向及び最近の上場制度の改正について

　　株式会社東京証券取引所　上場推進部　統括課長　永田 秀俊

14:15～14:30

　休憩

14:30～15:00

　バイオベンチャーのIPOにおける会計上、監査上の留意点

　　あずさ監査法人　企業成長支援本部　パートナー　山本 守様

15:00～16:00

　パネルディスカッション

　　パネリスト：

　　三菱UFJキャピタル株式会社　投資第二部　ライフサイエンス室長　長谷川 宏之様

　　日本アジア投資株式会社　投資グループ　シニアディレクター　　三澤 宏之様

　　株式会社産業革新機構　戦略投資グループ　ヴァイスプレジデント　　梅田 和宏様

　　モデレーター：

　　あずさ監査法人　アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部　パートナー　湯口 豊様

2015年7月15日（富山）

2015年7月15日（東京）

2015年7月9日（東京）



開催日時（場所） プログラム

16:00～16:05

　閉会の挨拶

　　株式会社東京証券取引所　執行役員　村田雅幸

主催：有限責任あずさ監査法人、後援：株式会社東京証券取引所

東陽監査法人コーポレートガバナンスセミナー

第1部　　13：30 ～14：20

　コーポレートガバナンスコードについて

　　株式会社東京証券取引所　上場推進部　調査役　永池　翼

第2部　　14：30～15：30

　有事の危機管理と第三者委員会の有効活用

　　プロアクト法律事務所 パートナー 弁護士　公認不正検査士　竹内　朗様

第3部　　15：40～16：40

　不正会計における異常点とコンピュータ利用監査技法

　　東陽監査法人 公認会計士　村井　直志様

ご挨拶　　16：40～16：45

　　東陽監査法人　 理事長　小林　伸行様　

主催：東陽監査法人、協賛：株式会社東京証券取引所

第２回TOKYO PRO Market上場会社合同IR説明会

13：00-13：05　主催者挨拶

13：05-13：25　株式会社イー・カムトゥルー（3693）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　上田　正巳様

13：30-13：50　HABITA CRAFT株式会社（1427）

　　　　　　　　　　代表取締役会長兼社長　三澤　千代治様

13：55-14：15　株式会社はかた匠工芸（3610）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　岡井　弘志様

14：20-14：40　株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス（7176）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　水嶋　浩雅様

14：40-15：00　＜　休　　憩　＞

15：00-15：20　五洋食品産業株式会社（2230）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　舛田　圭良様

15：25-15：45　株式会社アドメテック（7778）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　中住　慎一様

15：50-16：10　株式会社TSON（3456）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　百生　彰様

16：15-16：35　株式会社碧（3039）

　　　　　　　　　　代表取締役社長　西里　弘一　様

16：35-17：00　＜　名刺交換　＞

主催：株式会社東京証券取引所

企業成長戦略セミナー　～クラウドファンディングからIPOまで～

14:00　　　　　主催者挨拶

14:05～14:30　【第1部】　クラウドファンディングの活用とベンチャー企業育成

　　　　　　　　クラウドファンディングを活用したベンチャー企業育成の取組み

14:30～15:00 クラウドファンディングの活用に向けた取組事例

15:10～16:20　【第2部】　IPOに向けた取組のために必要な知識～最近の事例を踏まえて

16:30～17:30　【第3部】　2014年のIPOの傾向と2015年のIPOの展望

主催：証券会員制法人札幌証券取引所ほか　後援：株式会社東京証券取引所ほか

東証ＩＰＯフォーラム　ｉｎ　東海　

15：30～15：35　：　開催のご挨拶

　株式会社東京証券取引所　執行役員　上場推進担当　村田　雅幸

（第一部）

15：35～15：50　：　取引所説明　「IPO市場の動向と活性化への取り組み」

　株式会社東京証券取引所　上場推進部　担当者

2015年7月2日（東京）

2015年4月20日（東京）

2015年3月20日（札幌）

2015年3月16日（名古屋）



開催日時（場所） プログラム

15：50～16：50　：　ご講演　　上場体験談

　ジャパンマテリアル株式会社　代表取締役社長　田中　久男様

（第二部）

17：00～　：　懇親交流会

主催：株式会社東京証券取引所

OSAKAイノベーターズセッション

～第1部～　13：00～14：30

上場企業経営者によるパネルトーク

「あのベンチャー企業は、どのようにしてブレイクスルーしたのか？」　

（パネラー）

・磯崎哲也様／Femto Growth Capital LLP ゼネラルパートナー

・北川徹様／スターバックス コーヒー ジャパン　執行役員

・谷井等様／シナジーマーケティング　代表取締役

・成松淳様／ミューゼオ　代表取締役（元クックパッドＣＦＯ）

（モデレータ）

・村田雅幸　東京証券取引所　執行役員

～第2部～　15：00～16：00

起業家プレゼンテーション＆フィードバック

主催：株式会社東京証券取引所、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター（大阪産業創造館）

東証IPOフォーラム　in 北九州

14：30 ～14：35 【開会挨拶】

　　　　株式会社東京証券取引所執行役員村田雅幸

14：35 ～15：05 【基調講演1】「株式上場の魅力とは」

　　　　株式会社ウチヤマホールディングス 代表取締役社長 内山文治様

15：05 ～15：50 内山様とのパネルディスカッション： 「東証一部に上場して見えた世界」

　　　　(モデレーター）株式会社東京証券取引所 執行役員 村田雅幸

15：50～16：00 休憩

16：00～16：45 【基調講演2】「マザーズ上場で見えた新たな世界」

　　　　シンプロメンテ株式会社 代表取締役社長 内藤秀治郎様

16：45～17：15 内藤様とのパネルディスカッション：「IPOが教えてくれたこと」

　　　　（モデレーター）株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山図南

17：30 ～18：30 【懇親会】

主催：株式会社東京証券取引所

ＩＰＯセミナー　ｉｎ　京都　2015　～新規上場の力で京都を元気に！～

開会挨拶　14：00～14：05　　

株式会社東京証券取引所　　執行役員　村田雅幸　　

＜第1部＞　14：05～15：00

基調講演　　「失敗は成功のもとは真なり･････体験しました。」

　（講師）　株式会社白鳩　　　代表取締役社長　池上勝様

＜第2部＞　15：00～16：00

パネルディスカッション　「2015年のIPOの展望」

　京都監査法人　パートナー公認会計士　高田佳和様

　日本ベンチャーキャピタル株式会社　執行役員西日本支社長 藤本良一様

　野村證券株式会社　公開引受部次長兼大阪引受一課長　松本隆司様

　株式会社東京証券取引所　上場推進部課長　岡野豊（司会）

個別相談（名刺交換など）

主催：株式会社東京証券取引所、株式会社京都銀行

ＩＰＯセミナー　in　大阪

15：00～15：05 ： 開催のご挨拶

　　　　　　　大阪府商工労働部長　津組修様

（第一部）

15：05～16：05 : 特別講演

2015年2月19日（京都）

2015年3月7日（大阪）

2015年3月5日（北九州）



開催日時（場所） プログラム

「大阪発 No.1サービスを出し続けるロックオンの創業からIPOまでの15年間の軌跡とこれから」　

　　　　　　　株式会社ロックオン　代表取締役社長　岩田進様

16：05～16：15：休憩

（第二部）

16：15～16：40 ： ご説明「東京証券取引所の取り組み」

　　　　　　　株式会社東京証券取引所　担当者

16：40～17：00 ： ご説明「IPOに向けた経営支援について」

　　　　　 　 独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部　担当者

主催：株式会社東京証券取引所、大阪商工会議所、大阪府、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部

経営者向け ＩＰＯセミナー

開会挨拶

　株式会社東京証券取引所　執行役員　村田雅幸

第一部　東証上場に向けて～2014年のIPOと上場審査の概要～

　株式会社東京証券取引所　上場推進部長　潮田一成

　①2014 年のIPOの状況

　②経営者トップインタビュー2013

　③上場審査の概要

コーヒーブレイク（20分間）

第二部　IPOを目指す経営者のための危機管理広報基本セミナー

　「ＰＲ総研所長」、「広報の学校」学校長（共同ＰＲ株式会社）　篠崎良一様

　①危機管理とリスク報道の傾向

　②危機管理の基本

　③危機対応時のポイント

閉会挨拶

　株式会社プロネクサス 執行役員 営業開発部 部長 堀内英男様

主催：株式会社プロネクサス　共催：株式会社東京証券取引所

東証ＩＰＯフォーラム　ｉｎ　広島

15：00～15：05　：　開催のご挨拶

　株式会社東京証券取引所　執行役員　上場推進担当　村田雅幸

（第一部）

15：05～16：05　：　ご講演「IPOを目指し、そして得たもの」

　ダイキョーニシカワ株式会社　代表取締役社長　岡徹様

16：05～16：20　：　休憩

（第二部）

16：20～16：40　：　ご講演「IPOに向けたファンドの活用」

　株式会社ひろしまイノベーション推進機構　代表取締役専務　高橋信之様　　

16：40～17：00　：　取引所説明　「IPO市場の動向と活性化への取り組み」

　株式会社東京証券取引所　上場推進部　調査役　松井佳彦

17：10～　：　質疑応答・意見交換（懇親会）

主催：株式会社東京証券取引所

ＩＰＯフォーラム ｉｎ 長野

開会のご挨拶

　株式会社八十二銀行　法人部部長　　矢島充博様

（講演１）　「IPOを活用して長野の活性化へ　 ～市場の最近の動向と新規上場企業の動向～」

　株式会社東京証券取引所　執行役員　村田雅幸

（講演２）　「最近事例から見るIPO準備のポイント」

　新日本有限責任監査法人　松本事務所　パートナー　冨田哲也様

（講演３）　「地域企業の新たな上場モデルの提言　　～TPMの活用方法～」

　株式会社　OKINAWA　J-Adviser　取締役　CEO　高山征嗣様

（休憩）

（講演４）　「長野県から上場を果たして　　～なぜ当社は株式上場を目指したか？～」

株式会社エラン 代表取締役社長　櫻井英治様

2015年2月16日（大阪）

2015年2月10日（東京）

2015年2月4日（広島）

2015年2月2日（長野）



開催日時（場所） プログラム

主催：株式会社東京証券取引所、株式会社八十二銀行、新日本有限責任監査法人

共催：八十二証券株式会社、八十二キャピタル株式会社

IPO・上場市場ステップアップ フォーラム　in 仙台

14：30～14：35　開会挨拶

　　株式会社東京証券取引所　執行役員　小沼泰之

14：35～15：20　講演1　「【掃除に学ぶ会】の活動を活かして被災企業が3年で上場」

　　講師：株式会社ホットマン　 代表取締役　伊藤信幸様

15：25～16：10　講演2　「創業から上場までの軌跡」

　　講師：株式会社薬王堂　代表取締役社長　西郷辰弘様

16：15～16：45　講演3　「東日本大震災被災地域における経営者の未来創造活動」

　　講師：東北未来創造イニシアティブ発起人 兼 人材育成道場スーパーバイザー　谷藤雅俊様

17：00～18：30　懇親会

主催：株式会社東京証券取引所

IPOセミナー in 福井　～株式上場で更なる飛躍を～

開会のご挨拶 　あずさ監査法人 北陸事務所長　長﨑康行様

（第一部）「IPOを活用して地域活性化へ」　～ 東証市場のご案内 ～ 　

  株式会社東京証券取引所　執行役員　村田雅幸

（第二部）「大きく変化するIPO準備のポイント」 　

　あずさ監査法人　パートナー　杉山勝様（Coffee　Break ＆ 質疑応答）

（第三部）「『一生一回一ブランド』をかかげ」 　

　ゲンキー株式会社 代表取締役社長 藤永賢一様

主催：株式会社東京証券取引所、有限責任あずさ監査法人

IPO実践セミナー

はじめに　日本取引所グループのIPO活性化に向けた取り組み

　株式会社東京証券取引所　上場推進部長　潮田一成

第1部　最新のIPO動向について

　野村證券株式会社　公開引受部企業開発課長　大村法生様

第2部　オーナー経営者と株式上場に関する諸問題

　東陽監査法人　IPO支援室顧問　公認会計士 小田哲生様

第3部　最近のIPOの規制に関する変更点について

　東陽監査法人　IPO支援室　公認会計士 後藤康彦様

主催：東陽監査法人　協賛：株式会社東京証券取引所

2015年1月15日（東京）

2015年1月28日（仙台）

2015年1月16日（福井）


