開催日時（場所）

プログラム

ＩＰＯセミナー in 大阪
15：00～15：05 開催挨拶 大阪府商工労働部 中小企業支援室長 増永 剛夫
15：05～15：45 第Ⅰ部 基調講演「第４次産業革命の中心的な企業を目指して」
15：50～16：20 第Ⅱ部 パネルディスカッション「ＩＰＯで進化する企業経営」
講演者及びパネラー （株）オプティム 代表取締役社長 菅谷俊二 様
モデレーター
2017年12月15日（大阪）

（株）東京証券取引所 上場推進部 担当者

16：20～16：30 休憩、名刺交換会
16：30～16：50
説明「中小機構の支援メニューのご紹介」（独）中小企業基盤整備機構近畿本部 担当者
説明「大阪府におけるベンチャー支援の取組について」大阪府商工労働部 担当者

16：50～16：55 閉会挨拶（株）東京証券取引所 上場推進部 部長 横田 雅之
主催：大阪府、大阪商工会議所、 （独）中小企業基盤整備機構近畿本部
（株）日本取引所グループ／（株）東京証券取引所
ＩＰＯセミナー in 札幌
15：00～ 開会挨拶 ：北洋銀行 取締役副頭取 柴田 龍
15：05～ 主催者挨拶：札幌証券取引所 理事長 小池 善明
15：10～16：10
【第Ⅰ部：エコモット株式会社 代表取締役 入澤 拓也 様】
・基調講演（35分）
・パネルディスカッション（25分）
モデレーター：札幌証券取引所
2017年11月7日（札幌）

上場推進部 部長 湯浅 祐一郎
16：10～16：25 休憩（名刺交換会）
16：25～17：25
【第Ⅱ部：株式会社ホープ 代表取締役社長兼CEO 時津 孝康 様】
・基調講演（35分）
・パネルディスカッション（25分）
モデレーター：東京証券取引所
上場推進部 課長 宇壽山 図南
主催：証券会員制法人札幌証券取引所、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所

共催：株式会社北洋銀行
ＷＡＳＨハウスに続け！ ＩＰＯセミナーｉｎ宮崎
－開会挨拶－
＜第１部＞ ～基調講演～
テーマ ： 「ゼロからの起業～５０万円から上場まで～」
講師 株式会社農業総合研究所 代表取締役社長 及川 智正 様
－休憩－
＜第２部＞ ～パネルディスカッション～
テーマ ： 「ベンチャー企業がＩＰＯを目指すにあたって準備しておくべきポイント」
2017年2月22日（宮崎）

大和証券株式会社 公開引受部担当部長兼大阪公開引受課長 武田 信 様
有限責任監査法人トーマツ パートナー公認会計士 中山 聡 様
日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長 奥原 主一 様
株式会社東京証券取引所 上場推進部 調査役 （司会） 松井 佳彦
＜第３部＞
テーマ ： 「京都銀行のベンチャー企業支援の取り組みについて」
講師 京都銀行公務・地域連携部 地域活性化室
主催：株式会社京都銀行、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
共催：株式会社東京証券取引所／株式会社日本取引所グループ

開催日時（場所）

プログラム

ＩＰＯセミナーin 京都 ～新規上場の力で京都を元気に！～
＜第１部＞ ～基調講演～
テーマ ： 「ゼロからの起業～５０万円から上場まで～」
講師 株式会社農業総合研究所 代表取締役社長 及川 智正 様
－休憩－
＜第２部＞ ～パネルディスカッション～
テーマ ： 「ベンチャー企業がＩＰＯを目指すにあたって準備しておくべきポイント」
2017年2月22日（京都）

大和証券株式会社 公開引受部担当部長兼大阪公開引受課長 武田 信 様
有限責任監査法人トーマツ パートナー公認会計士 中山 聡 様
日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長 奥原 主一 様
株式会社東京証券取引所 上場推進部 調査役 （司会） 松井 佳彦
＜第３部＞
テーマ ： 「京都銀行のベンチャー企業支援の取り組みについて」
講師 京都銀行公務・地域連携部 地域活性化室
－閉会挨拶－
主催：株式会社京都銀行、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
研究開発型企業のためのＩＰＯセミナー(大阪)
15：00～15：05 ： 開催挨拶
中小企業基盤整備機構近畿本部 販路開拓部長 吉川 茂樹
15：05～16：05 : 特別講演「研究開発型企業がIPOを目指すにあたっての留意点」
（株）フェニックスバイオ 代表取締役社長 藏本 健二 様
16：05～16：20： 休憩・歓談：名刺交換
16：20～17：00： パネルディスカッション 「研究開発型企業の上場」
パネリスト：（株）フェニックスバイオ 代表取締役社長 藏本 健二 様

2017年2月7日（大阪）

大阪大学ベンチャーキャピタル（株） 投資部執行役員 森田 和彦 様
（モデレーター：（株）東京証券取引所 上場推進部担当者）
17：00～17：25： 説明「中小機構の支援メニューのご紹介」
中小企業基盤整備機構近畿本部 担当者
説明「大阪府におけるベンチャー支援事業について」
大阪府 商工労働部担当者
17：25～17：30： 閉会挨拶
東京証券取引所 執行役員上場推進担当 村田 雅幸
主催：大阪府、大阪商工会議所、 (独)中小企業基盤整備機構近畿本部、
(株)日本取引所グループ/(株)東京証券取引所
東陽監査法人主催 IPOセミナー
13：10 ： 受付開始
13：30～14：15 ： 第１部 「2016年のIPOを振り返って」
株式会社東京証券取引所 執行役員 村田 雅幸

2017年1月19日（東京）

14：20～15：50 ： 第２部 「IPOに向けた人事・労務の留意点」
佐藤総合法律事務所 代表 弁護士 佐藤 明夫 様
16：00～16：40 ： 第３部 「監査法人から見た上場準備の留意点」
東陽監査法人 代表社員 公認会計士 鎌田 修誠 様
主催：東陽監査法人
共催：株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所

開催日時（場所）

プログラム

ＩＰＯセミナー in 福井
13：30～14：00 受付
14：00～14：15 ご挨拶
株式会社福井銀行 代表執行役専務 朝倉真博 様
14：15～15：15 「株式上場体験談」
株式会社ホープ 代表取締役社長 時津孝康 様
15：15～15：50 Coffee Break
15：50～16：40 パネルディスカッション
2017年1月16日（福井）

「経営による地方創生～IPOを活用した地域活性化」
＜パネリスト＞
株式会社ホープ 代表取締役社長 時津孝康 様
株式会社東京証券取引所 上場推進部 宇壽山図南
有限責任あずさ監査法人 パートナー 杉山勝 様
16：40～17：00 「都市から地方へ～人の流れを変える」
株式会社日本人材機構 代表取締役社長 小城武彦 様
主催：株式会社福井銀行、株式会社福井キャピタル＆コンサルティング、有限責任あずさ監査法人、

株式会社東京証券取引所、公益財団法人ふくい産業支援センター、中小機構 北陸
共催：福井県、一般社団法人福井県商工会議所連合会

