開催日時（場所）

プログラム

ＩＰＯフォーラム ｉｎ 札幌
14：30～14：35 開会挨拶
14：35～15：00
取引所説明：「札証アンビシャスのご案内」
札幌証券取引所 上場推進部 部長 湯浅祐一郎
15：00～15：25
取引所説明：「TOKYO PRO Marketのご案内」
東京証券取引所 上場推進部 調査役 寺中久登
2016年11月18日（札幌）

15：35～16：35
パネルディスカッション 「成長戦略としての株式上場」
モデレーター：赤れんが法律事務所 代表弁護士 杉山央 様
パネラー ：株式会社エコノス 代表取締役社長 長谷川勝也 様
株式会社イー・カムトゥルー 代表取締役社長 上田正巳 様
札幌証券取引所 上場推進部 部長 湯浅祐一郎
東京証券取引所 上場推進部 調査役 寺中久登
16：45～17：45 懇親会
主催：株式会社東京証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所
外国籍企業向け東証上場セミナー
13:30～13:45 開会のご挨拶およびセミナー概要
13:45～14:15 東証IPO市場の魅力と特徴
株式会社東京証券取引所上場推進部統括課長永田秀俊
14:15～14:55 外国籍企業の東証上場のための主要な論点及び手続き
みずほ証券株式会社ｴｸｲﾃｨｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾄ第二部／公開引受部ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ渋谷直毅 様

14:55～15:10 JDRで変わる、外国企業の東証上場
三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員ﾌﾛﾝﾃｨｱ戦略企画部長星治 様
2016年10月5日（東京）

15:10～15:25 休憩（15分）
15:25～16:05 米国企業の東証上場：米国・日本の証券法の観点から－コーポレート・インバージョンはより良い選択か

ﾓﾘｿﾝ･ﾌｫｰｽﾀｰ外国法事務弁護士事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ細川兼嗣 様
伊藤見富法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ内田光俊 様
16:05～17:00 米国企業の東証上場のための会計・監査上及びコーポレートインバージョンに係る税務上の論点

KPMGｱｼﾞｱ上場ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰあずさ監査法人ﾊﾟｰﾄﾅｰ湯口豊 様

KPMG税理士法人M&A／ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ小森健次 様
17:00～17:10 Q&Aセッション
17:10～17:15 閉会のご挨拶
主催：株式会社東京証券取引所
ちゅうしん・ＩＰＯセミナー
「ベンチャーキャピタルから見た最近の投資対象」
株式会社ジャフコ 執行役員 関西支社長 佐藤 直樹 様
2016年9月16日（京都）

「IPOの力で地域活性化」
株式会社東京証券取引所 上場推進部 調査役 松井 佳彦
「上場企業の体験談 ～商店から企業経営へ～」
株式会社白鳩 取締役副社長 池上 正 様
主催：株式会社東京証券取引所、京都中央信用金庫、中信ベンチャーキャピタル株式会社

開催日時（場所）

プログラム

東陽監査法人主催「IPOセミナー」
13：10 ： 受付開始
13：30～14：20 ： 第１部 「IPOにおけるIFRS対応について」
東陽監査法人 顧問 IFRSアドバイザリー部 公認会計士 島田 眞一 様
14：25～15：05 ： 第２部 「ベンチャーキャピタルの現場 ～投資判断から投資先企業との付き合い方まで～」

2016 年7月11日（東京）

新生企業投資株式会社 ディレクター 曽我 悠平 様
15：10～16：10 ： 第３部 「上場体験談」
株式会社ロゼッタ 代表取締役CEO 五石 順一 様
16：15～16：45 ： 第４部 「IPO市場の健全な発展に向けて」
株式会社東京証券取引所 執行役員 村田 雅幸
主催：東陽監査法人、共催：株式会社東京証券取引所
外国籍企業向け日本国籍化による東証上場ワークショップ2016
「外国籍企業と日本籍企業の東証上場審査プロセスの差異」

2016年3月2日（東京）

株式会社東京証券取引所 上場推進部 統括課長 永田 秀俊
「コーポレート・インバージョンによる日本国籍化のポイント」
森・濱田松本法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士 酒井 真 様
主催：大阪事務所、株式会社東京証券取引所
上場市場ステップアップフォーラムin大阪
1. 基調講演「株式会社ワッツの東証第一部上場への道とIRへの取り組み」
株式会社ワッツ 代表取締役社長

2016年2月23日（大阪）

平岡 史生 様

2. 「最近の株式市場における市場変更の状況について」
株式会社東京証券取引所 上場推進部

岡野 豊

3. 「コーポレートガバナンス・コードの市場別分析」
仰星監査法人 大阪事務所 社員

田邉 太郎

主催：仰星監査法人 大阪事務所、株式会社東京証券取引所
株式公開（IPO）セミナー in 山梨
14:30～16:45: 【第１部】講演
１．「2015年のIPOの総括と最近のIPOを取り巻く環境について」
株式会社東京証券取引所 執行役員 村田 雅幸
２．「会社の成長に活かすIPOの捉え方」
日本公認会計士協会 東京会 山梨県会（株式会社ＢＳＭ 取締役）田中 佑幸 様

３．上場体験談「地方から『上場』を果たして ～創業から上場に至るまでの軌跡～」
2016年2月18日（山梨）

株式会社エラン 代表取締役社長 櫻井 英治 様
16:45～17:15: 【コーヒーブレイク（名刺交換会）】
17:15～17:45: 【第２部】IPO経験者・公認会計士・若手経営者によるトークセッション
株式会社エラン 代表取締役社長 櫻井 英治 様
日本公認会計士協会 東京会 山梨県会（株式会社ＢＳＭ 取締役） 田中 佑幸 様

Mt.Fujiイノベーションキャンプ実行委員会
（シナプテック株式会社 代表取締役）戸田 達昭
主催：山梨県、株式会社東京証券取引所、山梨中銀経営コンサルティング株式会社、
Mt.Fujiイノベーションキャンプ実行委員会

開催日時（場所）

プログラム

IPOセミナー in 京都 2016 開催のご案内！～新規上場の力で京都を元気に！～
・開会挨拶

株式会社京都銀行 執行役員営業支援部長 西村 浩司

14：00～14：05

＜第1部＞ 14：05～15：00
・基調講演

「株式上場とハウスドゥの成長戦略」

（講師） 株式会社ハウスドゥ 代表取締役社長CEO 安藤 正弘 様
＜第2部＞ 15：00～16：00
2016年2月16日（京都）

・パネルディスカッション 「最近のIPOの状況」
SMBC日興証券株式会社

公開引受部 大阪公開引受課長

北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士
京都監査法人

パートナー 公認会計士

株式会社東京証券取引所
・閉会挨拶

中野 裕年 様
原 吉宏 様

高田 佳和 様

上場推進部 課長

岡野 豊（司会）

株式会社東京証券取引所 執行役員 村田 雅幸

主催：株式会社京都銀行、株式会社東京証券取引所
はましん・東証ＩＰＯフォーラムｉｎ浜松
主催者挨拶（浜松信用金庫 理事長 御室健一郎）
14：00～14：50：第一部 「ＩＰＯの力で地域活性化」
講師：株式会社 東京証券取引所 執行役員 村田雅幸
2016年2月8日（浜松）

14：50～15：30：第二部「キャピタル事業のご紹介」
講師：信金キャピタル 株式会社、はましんリース 株式会社
15：40～16：30：第三部「上場企業の体験談～ＪＡＳＤＡＱ上場までの道のり～」
講師：株式会社 クレステック 代表取締役社長 髙林 彰 様
16：40～18：00 名刺交換会・交流会
主催：浜松信用金庫、株式会社東京証券取引所、はましんリース株式会社
堺発！ＩＰＯ勉強会
15：00～15：05 ： 開催挨拶
15：05～15：35 ：「ＩＰＯを通じて地域活性化！」

2016年2月4日（堺）

東京証券取引所 上場推進部担当者
15：45～17：00 ：「ＩＰＯで堺から世界へ！」
株式会社中村超硬 代表取締役社長 井上 誠様
主催：株式会社東京証券取引所、（公財）堺市産業振興センター
ＩＰＯセミナー in 兵庫
14：30～14：40： 開催挨拶
株式会社東京証券取引所 上場推進部執行役員 村田 雅幸
14：40～15：40： 特別講演「思いは叶う！」

2016年1月27日（兵庫）

株式会社三機サービス 代表取締役社長 中島 義兼様
15：40～16：10： 説明「最近のIPOの状況」
株式会社東京証券取引所 上場推進部担当者
16：10～16：30： 説明「兵庫県・神戸市の起業支援の取り組み」
兵庫県・神戸市 担当者
主催：株式会社東京証券取引所、共催：公益財団法人ひょうご産業活性化センター、公益財団法人神戸市産業振興財団

開催日時（場所）

プログラム

ＩＰＯフォーラム in 札幌
14：30～14：35 開会挨拶
14：35～15：35 基調講演 「株式上場を利用した企業成長について」
講師：株式会社北の達人コーポレーション
代表取締役社長 木下勝寿 様
2016年1月26日（札幌）

15：45～16：05 取引所説明：「札幌証券取引所市場のご案内」
札幌証券取引所 上場推進部担当者
16：05～16：25 取引所説明：「日本取引所グループのIPO活性化の取り組みについて」
東京証券取引所 上場推進部担当者
16：30～17：30 懇親会
主催：株式会社東京証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所
株式上場（IPO）セミナー in 広島
15：00～15：10 ： 開催の挨拶
広島県知事 湯﨑英彦
（第一部）
15：10～16：00 ： ご講演「私が上場を諦めなかった“理由”－上場準備８年の奮闘記－」
株式会社アクアライン 代表取締役社長 大垣内剛様
16：00～16：10 ： 休憩

2016年1月25日（広島）

（第二部）
16：10～16：50 ： ご講演「上場に必要な体制作り」
株式会社データホライゾン 取締役 内藤慎一郎様
16：50～17：20 ： 取引所説明「IPO概況と上場審査のポイント」
株式会社東京証券取引所 上場推進部 松井佳彦
17：20～17：30 ： 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：株式会社東京証券取引所、広島県
東陽監査法人 IPOセミナー
13：10 ： 受付開始
13：30～14：10 ： 第１部「最近のIPO企業の特徴と傾向について ～2015年のIPOマーケットのまとめと総括～」

みずほ証券株式会社 ビジネスプロモーション部 次長 IPOチームヘッド 小谷 俊一 様
14：15～14：55 ： 第２部「上場審査の概要と審査上の留意事項等について」
2016年1月14日（東京）

株式会社東京証券取引所 上場推進部 永池 翼
15：00～16：00 ： 第３部「上場体験談」
株式会社富士山マガジンサービス 代表取締役社長 西野 伸一郎 様
16：05～16：45 ： 第４部「監査法人から見たIPO留意点」
東陽監査法人 顧問 IPO支援室副部長 小田 哲生 公認会計士
主催：東陽監査法人

共催：株式会社東京証券取引所

