J-Adviser Interview

経営者の考えに真摯に耳を傾け、
TOKYO PRO Market から
その先の市場まで一気通貫でサポート

エイチ・エス証券株式会社

旅行会社 H.I.S. の創業者である澤田会長が立ち上げたエイチ・エス証券。
“ベンチャー企業のためのベンチャー証券たれ” と
数々の上場支援を手がけてきた。

佐藤 宏之
ファイナンシャル・マネジメント部 管掌 執行役員

その経営者を見る目は温かく、かつ本質的だ。
毎日、戦場で戦っている経営者の生き様を尊敬し、

堀修

ともに泣いたり笑ったりしながら、長期的な成長を目指したいと語る。

投資銀行本部 管掌 執行役員

ハートフルな J-Adviser の誕生だ。

益々、注目を集めるTOKYO PRO Marketの市場
新型コロナウイルスの感染拡大によって世界の金融市場が

チャンスを生み出す可能性さえあると言えるだろう。

激震に見舞われた2020 年。コロナ禍の中での各国株式市

そこで今こそフォーカスしたいのが TOKYO PRO Market

場の急回復も
「ある種のエポックメイキングな事実」
として投資

だ。まずはこの市場のキャラクターを整理しておきたい。

家に大きなインパクトを与えた。主要国の強力な財政支援に

2009 年、東京証券取引所とロンドン取引所の共同出資によっ

より個人投資家をも巻き込み、市場に向けられた投資意欲は

てTOKYO AIM 取引所が設立。日本やアジアにおいて成

旺盛な状態。現実の社会は依然、先行きの読めない状況で

長力のある企業に新たな資金調達の機会や、他市場にはな

はあるものの、資金調達を企図する上場企業にとって向かい

いメリットの提供、加えて、国内外のプロ投資家に新たな投

風では決してない。とりわけIPOは中小企業にとって多様な

資機会を提供することなどを目的とし、運営が開始された。
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判 断 するの が J-Adviserだ。そして 今 年 6月、あらたに
J-Adviserの 資 格をエイチ・エス証 券 が 取 得。これも、
TOKYO PRO Marketのさらなる活性化を見越したうえでの
判断であったという。まずはなぜ J-Adviser 資格を取得しよう
と決断したのか、同社投資銀行本部 執行役員の堀修氏に
話を聞く。
「ひとつはTOKYO PRO Marketで買い付けできる投資家
がプロ投資家（上場会社や証券会社による承認を得た、一
定の投資経験と金融資産を持つ株式会社や個人）
に限定さ
れるため、株主数や利益の額など上場時に求められる数値
基準が実質上ない、比較的自由度の高い制度である点。こ
の市場に上場すれば、企業としての知名度や信用力の向上
が間違いなく期待できる点などに弊社はかねてから注目してき

堀修執行役員

ました。さらには一般投資家向け市場（市場第一部、第二
そして2012 年 7月からはこうしたTOKYO AIMの市場コン

部、JASDAQ、マザーズ）
の区分見直し
（2022 年 4月を目処

セプトを受け継ぎ、東 京 証 券 取 引 所 が 単 独で運 営 する

に、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3 市

TOKYO PRO Marketとして新たなスタートを切る。2020 年

場へ区分が見直される予定 *）
によって資本市場における

末時点では40社以上の上場企業が投資対象としてラインアッ

TOKYO PRO Market への注目が高まっていくと考えていま

プ す る見 込 み である。そ れ だ け 多くの 企 業 が 昨 今、

す。こうしたことが J-Adviser 資格を取得したモチベーション

TOKYO PRO Marketに注目しているのである。

の源です」

＊市場区分の名称は仮称

そんなTOKYO PRO Market への上場適格性を評価・

上場後もしっかり寄り添う信頼のパートナーとして
上場を目指す企業と二人三脚で並走し、上場後の成長ま

たいですね。弊社であれば、現状、数字に表出していなく

でともに歩むというJ-Adviserの役割。エイチ・エス証券が

ても有望企業であることを指し示す根拠を見つけ出し、それ

J-Adviserとなることで、パートナーとなる企業はどのようなメ

を上場にむけた材料としていくことができるかもしれない。根

リットを享受できるのか。
この問いに対し、堀氏はこう回答した。

拠となる数字がなければ上場へのスピードが極端に鈍るとい

「中小企業がマザーズやJASDAQに上場するメリットはもち

うのが、大手証券会社さんの本音でしょう。こうした観点か

ろん大きい。ただ現状、そこに向かう最後の一歩を踏み出

ら、弊社が J-Adviserとして多くの企業を強力に支援してい

せないというのが弊社の印象です。私自身、以前はベンチャー

けると確信しています」

キャピタルに在籍していたこともあり、実感としてこうした市場

TOKYO PRO Marketは、まさにこうした可能性を秘め

に上場を目指す企業が対峙するハードルは低くないと思って

た企業を表舞台へ引き上げるステップとして機能している。

います。一方で、弊社は創業以来、ベンチャー企業を支援

上場へのスピード感は多くの企業にとって大きなメリットとなる。

するということが社是でもありました。上場にふさわしい企業

加えて上場後の資金調達などによって、さらに次の市場への

をより多く支援していくということは、弊社の使命でもあるわけ

ステップが見えてくる。同時に信用度獲得という側面も大きく、

です。私自身も含め、創業以来、その企業に高い成長性が

優秀な人材確保の実現によって企業の地力は確実に高まる。

あるかどうかを見抜く眼力を十分に磨いてまいりました。その

TOKYO PRO Marketはまさに次世代への扉を開くステー

ような力に、上場を目指す企業には大いに期待していただき

ジであり、J-Adviserはこうした企業にとって長期的に不可欠
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ステップアップしたいと考えている企業。このように志が高く、

なパートナーなのである。
今 後、J-Adviserとして、TOKYO PRO Marketにどの

なおかつ有望なビジネスモデルを有している企業と一緒になっ

ようなインパクトを及ぼすことができるかについて、堀氏はこう

て、ともに研鑽しながら、広く市場や経済に貢献していきた

話す。

いと考えているんです」

「まずはTOKYO PRO Market への上場支援を10 社程度

加えて、上場後の企業との並走を担当するファイナンシャ

果たし、J-Adviserの中核的な存在として、マーケットの拡

ル・マネジメント部からの視点で、佐藤宏之さんはこう語った。

大に寄与していきたいと考えています。だからといって闇雲に

「弊 社 は 少 数 精 鋭 で す が、一 気 通 貫 でTOKYO PRO

上場させればいいと考えているわけでは決してありません。

Market からその先の市場までサポートできるところが強みで

私たちが支援したいのは、とりわけ近い将来、一般市場へ

す。トラックレコード
（IPOやM&A案件のイグジット実績）
をもっ
た人材が揃っており、IPO が内包するいわば水の流れを良き
方向へ導く力量は大手証券会社に負けません。意欲的な企
業を長期的にサポートして、より多くの有望な上場企業を高
みへと押し上げることで、納税や雇用といったあらゆる側面
からも、社会の期待を超えたインパクトをもたらすことができる
と思っています。今後、新市場区分の見直しなども控え、世
の中に広く認知されていないことで時価評価額が低く算定さ
れている企業は、逆にチャンスがあると言えるかもしれません。
時価評価額を適正なレベルに引き上げるお手伝いも私たち、
J-Adviserの役割。定期的に私たちのようなJ-Adviser が強
力 な サ ポ ートを 行うという側 面 からも、TOKYO PRO
Marketは上場時だけでなく、上場後も大きなメリットを享受
し続けられる市場だと言えるでしょう」

佐藤宏之執行役員

最良のコンサルタントとして企業の進むべき道筋を提案
こう話しながら、一例としてとある IT 関連企業の上場前

これまで数々の企業の実態をつぶさに目撃し、今後はさら
に、J-Adviser として多くの企業の上場に深く関わろうとして

後について話してくれた堀氏。その企業は社歴が長い一方、

いるエイチ・エス証券。上場に適した企業や上場後に成長

なかなか良い数字がついてきていないことが課題だったとい

を成し遂げる企業の傾向について、堀氏はこう話す。

う。プライベートクラウドを主に扱う企業で技術力が非常に高

「最終的には、投資家が触手を伸ばすような企業でなければ、

い。そんな企業の上場にエイチ・エス証券が並走した。大

IPO しても意味がないと思うんです。いかに伝統や実績のあ

きな可能性は秘めていたものの社会的認知度が不足してい

る企業であっても、やはり市場にはトレンドが存在するというこ

たこの企業。結果的に上場によって時価総額は大きく成長し

と。内部統制なども含め、その時点で企業が有するリソース

たという。
「つまり上場が、その企業を大きく成長させることも大いにあり

ももちろん大切ですが、市場に出ることで投資家の支持を得

得るということですね」

て、十分に事業を拡大しうるかどうかで私は評価します。た
とえばコロナ禍の現在なら、重厚長大の伝統的産業分野より、

だからこそより多くの未上場企業が、上場そのものの価値

DX（デジタルトランスフォーメーション）関連とか、リモート関

をいま一度見つめ直してほしいと堀氏は強調する。さらには、

連であるといったものがトレンドとなるでしょうか」

上場準備から上場にいたるまでの時間について、「急ぎすぎ
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ない」ことも J-Adviser としてのエイチ・エス証券のやり方

な選択はできませんでした。J-Adviser の仕事は、最適な道

のひとつだと堀氏は説明する。TOKYO PRO Market は上

筋を提案するということでもあると思っています」
一方、ファイナンシャル・マネジメント部を統括する佐藤氏

場に至るまでのスピード感が魅力であるが、
「急ぎすぎない」

はこう考えを語る。

と語る真意はどこにあるのか。
「物理的に時間をどこまで圧縮できるかはさておき、弊社が

「私は上場におけるスピードを何より優先させることが悪いとは

J-Adviser としてお手伝いする際にはお声がけから上場まで

思っていません。要はその企業の方が何を求めているかで

少なくとも 1 年程度のお時間はいただきたいと考えています。

すよね。いち早く上場することがその企業に最適な道なら、

弊社が経営者を信頼するのに、また経営者が弊社を信頼す

私どもはその方向を最大限支援することもできます。当然、

るのに数カ月では難しいですよね。やはり1 年というのは必要

上場後の動きも見据え、最適な道筋を模索していくということ

な準備期間だと思います。内部統制などを疎かにしないとい

になっていきます。私がお伝えしたいことは、TOKYO PRO

うことも第一義に考えるべきだと思っています。また上場への

Market によって、上場というものが身近で手の届くものになっ

道は一直線でないことも少なくありません。たとえば弊社が関

てきたということです。一般市場への上場は無理だとあきらめ

わった企業でこのような例がありました。もともとはマザーズ上

ている企業でも、まず TOKYO PRO Market に上場して、

場を目指して 1 年半ほど準備していましたが、営業を強化し

そのメリットを享受しながら次のステージに進んでいけばいい。

て事業拡大するためにはむしろ TOKYO PRO Market に

TOKYO PRO Market への上場はゴールではなくて、成長

上場して認知度を上げ、着実に事業基盤を固めながら上を

を加速させる手段ですから、このマーケットを上手に利用す

目指したほうがいいと、新たな道筋に軌道修正していったの

ることを考えていただきたいと思います」

です。上場までのスピードだけを求められていたら、このよう

（文 = 宇都宮浩

写真＝高橋慎一）

TOKYO PRO Marketとともにエイチ・エス証券も成長していきたいと考えています。

上場予定会社
ベンチャー企業を支援するエイチ・エス証券なら

J-Adviser業務と主幹事コンサルティング業務を

東証
第一部

1社で完結

エイチ・エス証券株式会社
1999 年、大手旅行代理店 H.I.S. の創業者である澤田秀雄が、
協立証券株式会社（1958 年設立）の代表取締役社長に就任、
2001 年 4 月にエイチ・エス証券に商号変更。一般顧客の資金
運用サービスのほか、ベンチャー企業・成長企業のパートナ
ーとして､資金調達､株式公開、企業発展をビジョンにかかげ、
サポートしている。2020 年 6 月、J-Adviser 資格取得。

4

